
世界的バレエダンサー針山愛美による
針山愛美 豊中プロジェクト Vol. 4

参加募集案内

主催：豊中市市民ホール指定管理者　　お問合せ：豊中市立文化芸術センター  〒561-0802　豊中市曽根東町 3-7-2　　℡ 06-6864-5000 （10:00 ～ 19:00　月曜休館日）

Vol.3

ワークショップ期間｜2019年12月1日（日）ー 2020年 3月8日（日）

受付開始｜2019年10月12日（土）10:00より
※各コース定員になり次第締め切り

※発表会日 (3/8) を含む

針山愛美ダンスプロジェクト Vol.3 参加申込書

住　　所

氏　　名

ふりがな

ふりがな 　　　　  年　　　   月　　　  日生（　　　歳 )生年月日

身　長　       cm性　　別 男　　・　　女

〒

学校名または所属団体

電話番号： E-mail：

参加を希望されるコースに〇をつけてください。

受 

付 
日

担 

当 

者

※職員記入箇所

Ｃコース　大人向けダンス＋バレエ初心者　（16歳～年齢上限なし）　

Ｂコース　バレエ経験３年以上（5歳～ 12 歳）

Ａコース　子ども向けバレエ　（5歳～ 12 歳）

〈未成年の方〉ワークショップ参加に関する保護者の承諾

自署

お問合せ・お申込先
豊中市立文化芸術センター 窓口
(チケットオフィス）※受付時間　10:00 ～ 19:00（月曜休館）

〒561-0802　
豊中市曽根東町 3-7-2
℡ 06-6864-5000　Fax 06-6863-0191

全　・　単

全　・　単

全　・　単

これまでのバレエ、ダンス経験を簡単にご記入ください。

E コース　バレエ上級　ポワント経験者、バレエ経験 5年以上（年齢制限なし）全　・　単

Dコース　バレエ中級　小学 5年生以上、バレエ経験 3年以上全　・　単

※上記個人情報は、針山愛美ダンスプロジェクト事業のみに使用し、他の使用目的、第 3者への譲渡・閲覧等には使用しません。
※全日程を申込む場合は「全」、単発で申込む場合は「単」に○をつけてください。

記録用に主催、協力団体が音声録音、動画・写真の撮影を行う場合があります。主催・協力団体は、活動を紹介する目
的で参加者の写真／映像／コメントを使用する場合がございます。これは、主催・協力団体の出版物、ウェブサイト、広
報資料、SNSチャンネル（Twitter、Facbook など）に参加者の写真／映像／コメントを掲載する可能性が含まれます。

承諾事項

上記、記録録音、撮影について承諾します。

年　　　月　　　日　　署名
未成年の方は
保護者署名[　　　]



講師：針山 愛美　Emi HARIYAMA
ボリショイバレエ学校を首席で卒業、露、米、ベルリン国立バレエ団などで活躍。世界各地でもゲストとして招かれ『白鳥の湖』他に主演、大臣から
表彰を受ける。モスクワ国際特別賞、ニューヨーク国際銅メダル（日本人初）パリ国際銀メダリスト（金無し）など。ダンスと音楽のプロデュース公
演を行いベルリンフィルハーモニー管弦楽団や世界の巨匠チェリスト、ゲリンガスとデュオで共演、リトアニア首相出席の公演にて踊る。世界、日本各
地でバレエコンクールの審査員、国際ワークショップを主催、世界各地で講師としても招聘されている。「情熱大陸」NHK 等で放送される。公演活動
する傍ら、海外との架け橋になる活動を積極的に行っている。ジャパンインターナショナルバレエを設立し、カザフスタンで世界ダンスフェスティバル
で大成功を収めその後日本でも初演を果たす。2016 年、豊中市立文化芸術センター開設プレ事業「針山愛美 豊中プロジェクト Vol.1 Dream-Duo 
Belrin」に出演し好評を得た。また 2017年度は「針山愛美 豊中プロジェクト Vol.2　ダンスプロジェクト」を開催。8月から3月までワークショップを
開催し、その成果を小ホールにて公演。内外から非常に大きな反響を得て、公共ホールのワークショップの意義を深める。

 　豊中市立文化芸術センターでは、世界的なバレエダンサーである針山愛美さんを迎え、2019年12月

から翌年3月までの長期間にわたりワークショップを行います。2017年度、2018年度も開催しましたが、

今回はさらにパワーアップし、子ども向け・経験者向けとレベル分けしたクラシックバレエのワークショッ

プと、様々なダンスやバレエの初心者を取り込んだワークショップの併せて 5つのコースを開設。2020

年 3月にアクア文化ホールにて発表会を目標に取り組んでいきます。

　クラシックバレエはもちろんのこと、即興舞踊、ヒップホップ、ジャズダンス、各種体操等身体を動

かすことが好きな人、またこれを機にやってみたい初心者の人でも参加可能です。ぜひこの機会にご

参加ください。

そ　の　他

申　込　方　法

●未成年者が受講する場合は保護者の承諾が必要になります。

●受講当日は下記のものをご自身でご用意ください。

　※バレエシューズorダンスシューズ等、タオル、飲み物、動きやすい服装

●胸と背中によく見えるように、ゼッケンにペンで名前を書いて下さい。

●発表会時には衣装を着ける場合があります。その場合、別途衣裳代がかかることがあります。

●ワークショップは非公開で行います。後日保護者向けの参観日の日程を設定します。

●日程・予定変更など連絡事項は書類でお渡ししますが、メールでも送付しますので、申込書にはメール
　アドレスの記入をお願いします。

裏面申込用紙に記入の上、参加費用とあわせて豊中市立文化芸術センター受付にて申込下さい。

　申込受付時間 10:00 ～19:00（月曜休館）
　申   込   期   間  2019 年10月12日（土）10:00より先着順　
   ※各コース定員になり次第締め切り

◆ はじめに

　豊中市立文化芸術センターでは市民とともに文化芸術を新たに創造・発信していくことをとおし

て、心豊かな市民生活や活力ある地域社会の実現に寄与する拠点施設となることを目指しています

が、それを具現化したプロジェクトのひとつがこの「針山愛美ダンスプロジェクト」になります。

このプロジェクトの最大の魅力は画一的な指導ではなく、個性を尊重し、指導者と受講者、あるい

は受講者同士が協議し、表現豊かな創造性を育むと共に、協調性・自立性を養い個性豊かな人間形成を確立させること

を趣旨とします。これらはバレエスタジオ等では決してできない、公共施設ならではの手法で、ジャンルの違いや個々

のレベルの違い等で同じ舞台に立てない場合がありますが、豊中にゆかりのある世界的なバレエダンサーであり、近年

では世界各地で演出も手掛けている針山愛美さんは豊かな経験と洞察力でそれらをまとめてひとつの舞台を創造します。

◆ 開催主趣旨

◆ 各コース紹介

◆ 各コース時間割

Aコース

Cコース

Bコース

11:00 ～12:00（60 分）

12:10 ～13:10（60 分）

13:20 ～14:35（75分）

15:05 ～16:35（90 分）

16:45 ～18:15（90 分）Eコース

Dコース

＊２月以降は右記の日程以外も時間割が変更になることがあります。

◆ ワークショップ日程・会場

2020 年　⑦   1月19日 (日 )    多目的室

　　　　  ⑧   2 月2日 (日 )    展示室

　　　　  ⑨   2 月 9日 (日 )    展示室

　　　　  ⑩   2 月16日 (日 )    アクア音楽室 ★

　　　　  ⑪   2 月23日 (日 )    展示室

　　　　  ⑫   3月7日 (土 )    アクア文化ホール

発 表 会 2020 年 3月8日 (日 ) 　アクア文化ホール

◆ 参加費用

全日程（12回＋発表会）
A・B・Cコース 　　25,000 円　（発表会のチケット3枚を含む）

D・Eコース 　　35,000 円　（発表会のチケット3枚を含む）

単発（1回毎） 
A・B・Cコース   　     2,000 円

D・Eコース   　     3,000 円

◆ 申込方法・その他

※各コース定員になり次第締め切り。各コース共性別は問いません。

コース名

Aコース

Eコース
Dコース
Cコース
Bコース

内 　　容

子ども向けバレエ＋ダンス

大人向けダンス＋バレエ初心者

バレエ 中級

バレエ 上級

対　　象

バレエ経験 3年以上（5歳～12 歳）

初心者・バレエ経験 3年未満（5歳～12 歳）

ポワント経験者、バレエ経験 5年以上（年齢制限なし）

ダンス・ヒップホップ・即興舞踊・各種体操等の経験者
もしくは希望者、バレエ初心者の大人（16歳～年齢上限なし）

小学 5年生以上、バレエ経験 3年以上

時間

60分

90分

90分
75分

60分

12月1日 (日 ) 　   練習室 2　

12月15日 (日 )　  展示室 ★ 

12 月22日 (日 )      多目的室

12月28日 ( 土 )      展示室

1月5日 (日 ) 　    展示室

1月12日 (日 ) 　    アクア音楽室

2019 年　①

②

③

④

2020 年　⑤

⑥

★12月15日、2020 年 2月16日

13:00 ～14:00（60 分）

14:10 ～15:10（60 分）

15:20 ～16:35（75分）

16:45 ～18:15（90 分）

18:25 ～19:55（90 分）

通　　常


