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⻄岡憲吾

⽩崎鈴

新屋滋之

(⻄岡振付/⻄岡・福⾕)

(新屋振付/⻄端・⽚⼭・鎌⽥)

  (当⽇券500円増)3500円
⻄端優花

鎌⽥望恵

〇チケット申込 ( 9/15発売開始 )
イープラス /  ベガ・ホール(窓⼝販売のみ)
パスマーケット / HFチケットオフィス
〇お問い合わせ 
ミュージック・アート・ステーション
０６-６８３６-７０６７    music_art_station@yahoo.co.jp
〇主催  Harmonie des Fleurs (アルモニ デ フルール )            
〇協賛  DANCE PROJECT 218     ⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ団     (株) 松⽥楽器ピアノギャラリー  
〇後援  ⼀般社団法⼈全⽇本ピアノ指導者協会(ピティナ)    ⼤阪⾳楽⼤学同窓会《幸楽会》 
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- 聴いて！聴いて！ 私よ、オンディーヌです。陰鬱な⽉の光に- 聴いて！聴いて！ 私よ、オンディーヌです。陰鬱な⽉の光に- 聴いて！聴いて！ 私よ、オンディーヌです。陰鬱な⽉の光に
照らされ⾳の響く菱形の窓に⽔の滴となって軽く触れているのは。照らされ⾳の響く菱形の窓に⽔の滴となって軽く触れているのは。照らされ⾳の響く菱形の窓に⽔の滴となって軽く触れているのは。
キラキラする波形模様のドレスで、星のきらめく美しい夜と、眠りキラキラする波形模様のドレスで、星のきらめく美しい夜と、眠りキラキラする波形模様のドレスで、星のきらめく美しい夜と、眠り
込んでいる美しい湖を、バルコニーからうっとり眺めている、城の⼥込んでいる美しい湖を、バルコニーからうっとり眺めている、城の⼥込んでいる美しい湖を、バルコニーからうっとり眺めている、城の⼥
です。どの波も、流れの中を泳ぐ⽔の精、いずれの流れも、うねり廻りです。どの波も、流れの中を泳ぐ⽔の精、いずれの流れも、うねり廻りです。どの波も、流れの中を泳ぐ⽔の精、いずれの流れも、うねり廻り
ながら私の宮殿に向かう⼩道、私の宮殿は、湖の底、⽕と⼤地と空気のながら私の宮殿に向かう⼩道、私の宮殿は、湖の底、⽕と⼤地と空気のながら私の宮殿に向かう⼩道、私の宮殿は、湖の底、⽕と⼤地と空気の
三⾓形の中に流れるように建てられているの…三⾓形の中に流れるように建てられているの…三⾓形の中に流れるように建てられているの…

鎌⽥望恵鎌⽥望恵鎌⽥望恵   
(バレエダンサー)(バレエダンサー)(バレエダンサー)

2017年神⼾⼥学院⼤学舞踊専攻に2017年神⼾⼥学院⼤学舞踊専攻に2017年神⼾⼥学院⼤学舞踊専攻に
⼊学後コンテンポラリーダンスやマーサ⼊学後コンテンポラリーダンスやマーサ⼊学後コンテンポラリーダンスやマーサ
グラハムテクニック、GAGAなどの舞踊グラハムテクニック、GAGAなどの舞踊グラハムテクニック、GAGAなどの舞踊
全般を学ぶ。島崎徹、針⼭愛美らに師全般を学ぶ。島崎徹、針⼭愛美らに師全般を学ぶ。島崎徹、針⼭愛美らに師

事。在学中はBatshava Dance Company事。在学中はBatshava Dance Company事。在学中はBatshava Dance Company
やSydney Dance CompanyでのインテやSydney Dance CompanyでのインテやSydney Dance Companyでのインテ

ンシブに参加。卒業後フリーランスンシブに参加。卒業後フリーランスンシブに参加。卒業後フリーランス
として関⻄を拠点に活動中。として関⻄を拠点に活動中。として関⻄を拠点に活動中。

    

鎌⽥望恵 
(バレエダンサー)

2017年神⼾⼥学院⼤学舞踊専攻に
⼊学後コンテンポラリーダンスやマーサ
グラハムテクニック、GAGAなどの舞踊
全般を学ぶ。島崎徹、針⼭愛美らに師

事。在学中はBatshava Dance Company
やSydney Dance Companyでのインテ

ンシブに参加。卒業後フリーランス
として関⻄を拠点に活動中。

 

⽚⼭未知⽚⼭未知⽚⼭未知
   (バレエダンサー)(バレエダンサー)(バレエダンサー)

2010年サウスランドバレエ2010年サウスランドバレエ2010年サウスランドバレエ
アカデミー サマーインテンシブに参加。アカデミー サマーインテンシブに参加。アカデミー サマーインテンシブに参加。

2015年YAGP ニューヨークファイナルアン2015年YAGP ニューヨークファイナルアン2015年YAGP ニューヨークファイナルアン
サンブル部⾨TOP12。2016年NBA広島バレサンブル部⾨TOP12。2016年NBA広島バレサンブル部⾨TOP12。2016年NBA広島バレ
エコンクール⾼校⽣部⾨ 第1位。2017年神⼾エコンクール⾼校⽣部⾨ 第1位。2017年神⼾エコンクール⾼校⽣部⾨ 第1位。2017年神⼾

⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科舞踊専攻⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科舞踊専攻⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科舞踊専攻
に⼊学。2021年｢⽇中友好⻘少年に⼊学。2021年｢⽇中友好⻘少年に⼊学。2021年｢⽇中友好⻘少年
交流バレエコンクール｣創作アン交流バレエコンクール｣創作アン交流バレエコンクール｣創作アン

サンブル部⾨第1位⼊賞。サンブル部⾨第1位⼊賞。サンブル部⾨第1位⼊賞。

⽚⼭未知
 (バレエダンサー)

2010年サウスランドバレエ
アカデミー サマーインテンシブに参加。

2015年YAGP ニューヨークファイナルアン
サンブル部⾨TOP12。2016年NBA広島バレ
エコンクール⾼校⽣部⾨ 第1位。2017年神⼾

⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科舞踊専攻
に⼊学。2021年｢⽇中友好⻘少年
交流バレエコンクール｣創作アン

サンブル部⾨第1位⼊賞。

⻄端優花⻄端優花⻄端優花
   (バレエダンサー)(バレエダンサー)(バレエダンサー)

4歳よりクラシックバレエを始める。4歳よりクラシックバレエを始める。4歳よりクラシックバレエを始める。
2017年神⼾⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科2017年神⼾⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科2017年神⼾⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科
舞踊専攻に⼊学。舞踊全般を学ぶ。2017舞踊専攻に⼊学。舞踊全般を学ぶ。2017舞踊専攻に⼊学。舞踊全般を学ぶ。2017
年｢⽇中⽂化交流バレエコンクール｣現代年｢⽇中⽂化交流バレエコンクール｣現代年｢⽇中⽂化交流バレエコンクール｣現代
舞部⾨第1位⼊賞2021年｢⽇中友好⻘少年舞部⾨第1位⼊賞2021年｢⽇中友好⻘少年舞部⾨第1位⼊賞2021年｢⽇中友好⻘少年

交流バレエコンクール｣創作アンサン交流バレエコンクール｣創作アンサン交流バレエコンクール｣創作アンサン
ブル部⾨第1位⼊賞現在、関⻄をブル部⾨第1位⼊賞現在、関⻄をブル部⾨第1位⼊賞現在、関⻄を

中⼼に舞台活動中。中⼼に舞台活動中。中⼼に舞台活動中。

⻄端優花
 (バレエダンサー)

4歳よりクラシックバレエを始める。
2017年神⼾⼥学院⼤学⾳楽学部⾳楽学科
舞踊専攻に⼊学。舞踊全般を学ぶ。2017
年｢⽇中⽂化交流バレエコンクール｣現代
舞部⾨第1位⼊賞2021年｢⽇中友好⻘少年

交流バレエコンクール｣創作アンサン
ブル部⾨第1位⼊賞現在、関⻄を

中⼼に舞台活動中。

早川奈穂⼦ (ピアニスト)早川奈穂⼦ (ピアニスト)早川奈穂⼦ (ピアニスト)   
⼤阪⾳楽⼤学卒業。学内では演奏家のための特別選抜コー⼤阪⾳楽⼤学卒業。学内では演奏家のための特別選抜コー⼤阪⾳楽⼤学卒業。学内では演奏家のための特別選抜コー
スにて野島稔⽒に師事。学外ではベリーシュナイダー⽒やスにて野島稔⽒に師事。学外ではベリーシュナイダー⽒やスにて野島稔⽒に師事。学外ではベリーシュナイダー⽒や
ディーナヨッフェ⼥史の元で学ぶ。岸本雅美⼥史の元ではディーナヨッフェ⼥史の元で学ぶ。岸本雅美⼥史の元ではディーナヨッフェ⼥史の元で学ぶ。岸本雅美⼥史の元では
バロック・古典作品の演奏法を特に学び多⼤な薫陶を受けバロック・古典作品の演奏法を特に学び多⼤な薫陶を受けバロック・古典作品の演奏法を特に学び多⼤な薫陶を受け
る。2001年ノーヴィ国際⾳楽コンクール第１位を受賞。る。2001年ノーヴィ国際⾳楽コンクール第１位を受賞。る。2001年ノーヴィ国際⾳楽コンクール第１位を受賞。
2006年ポーランド国⽴ショパン⼤学セミナーにてテレ2006年ポーランド国⽴ショパン⼤学セミナーにてテレ2006年ポーランド国⽴ショパン⼤学セミナーにてテレ
サ・マナステルスカ⼥史の元研修。2017年春よりフォルサ・マナステルスカ⼥史の元研修。2017年春よりフォルサ・マナステルスカ⼥史の元研修。2017年春よりフォル
テピアノに出逢い、パリではSally Sargent⼥史の元でピテピアノに出逢い、パリではSally Sargent⼥史の元でピテピアノに出逢い、パリではSally Sargent⼥史の元でピ
リオド奏法を学ぶ。2019年夏にイギリスの５つのピリオリオド奏法を学ぶ。2019年夏にイギリスの５つのピリオリオド奏法を学ぶ。2019年夏にイギリスの５つのピリオ
ドピアノ博物館を訪れ70台以上を試弾。その演奏を聴いてドピアノ博物館を訪れ70台以上を試弾。その演奏を聴いてドピアノ博物館を訪れ70台以上を試弾。その演奏を聴いて
いたフィンチコックス楽器博物館のオーナーによりリサイいたフィンチコックス楽器博物館のオーナーによりリサイいたフィンチコックス楽器博物館のオーナーによりリサイ
タルシリーズへの出演オファーを受ける。現在協奏曲ソリタルシリーズへの出演オファーを受ける。現在協奏曲ソリタルシリーズへの出演オファーを受ける。現在協奏曲ソリ
ストとしても各オーケストラより招聘され出演、モダンピストとしても各オーケストラより招聘され出演、モダンピストとしても各オーケストラより招聘され出演、モダンピ
アノ、フォルテピアノ両奏者として、ソロリサイタル・アアノ、フォルテピアノ両奏者として、ソロリサイタル・アアノ、フォルテピアノ両奏者として、ソロリサイタル・ア
ンサンブル共に各地で演奏活動をしている。ンサンブル共に各地で演奏活動をしている。ンサンブル共に各地で演奏活動をしている。

早川奈穂⼦ (ピアニスト) 
⼤阪⾳楽⼤学卒業。学内では演奏家のための特別選抜コー
スにて野島稔⽒に師事。学外ではベリーシュナイダー⽒や
ディーナヨッフェ⼥史の元で学ぶ。岸本雅美⼥史の元では
バロック・古典作品の演奏法を特に学び多⼤な薫陶を受け
る。2001年ノーヴィ国際⾳楽コンクール第１位を受賞。
2006年ポーランド国⽴ショパン⼤学セミナーにてテレ
サ・マナステルスカ⼥史の元研修。2017年春よりフォル
テピアノに出逢い、パリではSally Sargent⼥史の元でピ
リオド奏法を学ぶ。2019年夏にイギリスの５つのピリオ
ドピアノ博物館を訪れ70台以上を試弾。その演奏を聴いて
いたフィンチコックス楽器博物館のオーナーによりリサイ
タルシリーズへの出演オファーを受ける。現在協奏曲ソリ
ストとしても各オーケストラより招聘され出演、モダンピ
アノ、フォルテピアノ両奏者として、ソロリサイタル・ア
ンサンブル共に各地で演奏活動をしている。

新屋滋之(バレエダンサー)新屋滋之(バレエダンサー)新屋滋之(バレエダンサー)
渡バレエ学校にてバレエを始め覚⼼浩詞渡バレエ学校にてバレエを始め覚⼼浩詞渡バレエ学校にてバレエを始め覚⼼浩詞
に師事。東京新聞全国舞踊コンクール⼊に師事。東京新聞全国舞踊コンクール⼊に師事。東京新聞全国舞踊コンクール⼊
賞賞賞               パリにて3ヶ⽉間の研修 。兵庫県芸パリにて3ヶ⽉間の研修 。兵庫県芸パリにて3ヶ⽉間の研修 。兵庫県芸
術⽂化センターオープニングバレエガラ術⽂化センターオープニングバレエガラ術⽂化センターオープニングバレエガラ
公演ニジンスキー版「春の祭典に参加」公演ニジンスキー版「春の祭典に参加」公演ニジンスキー版「春の祭典に参加」
ドイツ-レーゲンスブルク、森優貴⽒のカドイツ-レーゲンスブルク、森優貴⽒のカドイツ-レーゲンスブルク、森優貴⽒のカ
ンパニーに短期研修。箕⾯芸術祭「⼗⼆ンパニーに短期研修。箕⾯芸術祭「⼗⼆ンパニーに短期研修。箕⾯芸術祭「⼗⼆
夜」舞踊監督を務め、好評得る。メイシ夜」舞踊監督を務め、好評得る。メイシ夜」舞踊監督を務め、好評得る。メイシ
アター開館30周年記念アター開館30周年記念アター開館30周年記念      創作舞踊「⾶躍」創作舞踊「⾶躍」創作舞踊「⾶躍」
依頼を受け振付。スターダンサーズバレ依頼を受け振付。スターダンサーズバレ依頼を受け振付。スターダンサーズバレ
エ団主催のリラックスパフォーマンスでエ団主催のリラックスパフォーマンスでエ団主催のリラックスパフォーマンスで
奈良県⽴⾼等養護学校ダンス部が共演、奈良県⽴⾼等養護学校ダンス部が共演、奈良県⽴⾼等養護学校ダンス部が共演、
「特別プログラム」を振付、メイシアタ「特別プログラム」を振付、メイシアタ「特別プログラム」を振付、メイシアタ
ー  と の 共 催 公 演 で 、 DANCEー  と の 共 催 公 演 で 、 DANCEー  と の 共 催 公 演 で 、 DANCE
PROJECT218を⽴ち上げ「HAMLET 」PROJECT218を⽴ち上げ「HAMLET 」PROJECT218を⽴ち上げ「HAMLET 」
を演出・振付・出演で上演。｢HAMLETを演出・振付・出演で上演。｢HAMLETを演出・振付・出演で上演。｢HAMLET
」の成果で、⼤阪⽂化祭奨励賞受賞。」の成果で、⼤阪⽂化祭奨励賞受賞。」の成果で、⼤阪⽂化祭奨励賞受賞。

新屋滋之(バレエダンサー)
渡バレエ学校にてバレエを始め覚⼼浩詞
に師事。東京新聞全国舞踊コンクール⼊
賞     パリにて3ヶ⽉間の研修 。兵庫県芸
術⽂化センターオープニングバレエガラ
公演ニジンスキー版「春の祭典に参加」
ドイツ-レーゲンスブルク、森優貴⽒のカ
ンパニーに短期研修。箕⾯芸術祭「⼗⼆
夜」舞踊監督を務め、好評得る。メイシ
アター開館30周年記念  創作舞踊「⾶躍」
依頼を受け振付。スターダンサーズバレ
エ団主催のリラックスパフォーマンスで
奈良県⽴⾼等養護学校ダンス部が共演、
「特別プログラム」を振付、メイシアタ
ー  と の 共 催 公 演 で 、 DANCE
PROJECT218を⽴ち上げ「HAMLET 」
を演出・振付・出演で上演。｢HAMLET
」の成果で、⼤阪⽂化祭奨励賞受賞。

⽩崎鈴 (ナレーター)⽩崎鈴 (ナレーター)⽩崎鈴 (ナレーター)
兵庫県出⾝。幼い頃から歌や⾳楽に親しみ、⼤学でバンドのボーカルやゴ兵庫県出⾝。幼い頃から歌や⾳楽に親しみ、⼤学でバンドのボーカルやゴ兵庫県出⾝。幼い頃から歌や⾳楽に親しみ、⼤学でバンドのボーカルやゴ
スペルチームに所属。兵庫県⽴ピッコロ演劇学校を卒業後、幼稚園教諭・スペルチームに所属。兵庫県⽴ピッコロ演劇学校を卒業後、幼稚園教諭・スペルチームに所属。兵庫県⽴ピッコロ演劇学校を卒業後、幼稚園教諭・
保育⼠として勤めながら、数多くの演劇・ミュージカル舞台を踏みメイン保育⼠として勤めながら、数多くの演劇・ミュージカル舞台を踏みメイン保育⼠として勤めながら、数多くの演劇・ミュージカル舞台を踏みメイン
キャストを務める。芸能活動では、ダスキン、任天堂DS、アリコ等のキャストを務める。芸能活動では、ダスキン、任天堂DS、アリコ等のキャストを務める。芸能活動では、ダスキン、任天堂DS、アリコ等の
CM、企業⽤PVのナレーションを務めその後、婚礼・イベントMCとしてCM、企業⽤PVのナレーションを務めその後、婚礼・イベントMCとしてCM、企業⽤PVのナレーションを務めその後、婚礼・イベントMCとして
研鑽を積み上京。現在は年間約100組以上の婚礼司会者として活躍中。研鑽を積み上京。現在は年間約100組以上の婚礼司会者として活躍中。研鑽を積み上京。現在は年間約100組以上の婚礼司会者として活躍中。

⽩崎鈴 (ナレーター)
兵庫県出⾝。幼い頃から歌や⾳楽に親しみ、⼤学でバンドのボーカルやゴ
スペルチームに所属。兵庫県⽴ピッコロ演劇学校を卒業後、幼稚園教諭・
保育⼠として勤めながら、数多くの演劇・ミュージカル舞台を踏みメイン
キャストを務める。芸能活動では、ダスキン、任天堂DS、アリコ等の
CM、企業⽤PVのナレーションを務めその後、婚礼・イベントMCとして
研鑽を積み上京。現在は年間約100組以上の婚礼司会者として活躍中。

⻄岡憲吾(バレエダンサー)⻄岡憲吾(バレエダンサー)⻄岡憲吾(バレエダンサー)
愛媛の今村バレエ教室でバレエを始め京都バ愛媛の今村バレエ教室でバレエを始め京都バ愛媛の今村バレエ教室でバレエを始め京都バ
レエ専⾨学校に⼊学する。レエ専⾨学校に⼊学する。レエ専⾨学校に⼊学する。在学中に出場した在学中に出場した在学中に出場した
NBAバレエコンクールにてイタリアミラノ・NBAバレエコンクールにてイタリアミラノ・NBAバレエコンクールにてイタリアミラノ・
スカラ座バレエ学校のスカラシップを受賞しスカラ座バレエ学校のスカラシップを受賞しスカラ座バレエ学校のスカラシップを受賞し
⻑期留学。同学校の学校公演や移動公演など⻑期留学。同学校の学校公演や移動公演など⻑期留学。同学校の学校公演や移動公演など
で多くの主役を踊り、⾸席で卒業する。卒業で多くの主役を踊り、⾸席で卒業する。卒業で多くの主役を踊り、⾸席で卒業する。卒業
後はセルビア国⽴ベオグラードバレエ団にソ後はセルビア国⽴ベオグラードバレエ団にソ後はセルビア国⽴ベオグラードバレエ団にソ
リストとして⼊団し《ラ・バヤデール》ブロリストとして⼊団し《ラ・バヤデール》ブロリストとして⼊団し《ラ・バヤデール》ブロ
ンズアイドル、《⽩⿃の湖》道化など持ち前ンズアイドル、《⽩⿃の湖》道化など持ち前ンズアイドル、《⽩⿃の湖》道化など持ち前
の跳躍⼒を⽣かした踊りで作品を盛り上げるの跳躍⼒を⽣かした踊りで作品を盛り上げるの跳躍⼒を⽣かした踊りで作品を盛り上げる
他、コンテンポラリー作品にも数多く主演。他、コンテンポラリー作品にも数多く主演。他、コンテンポラリー作品にも数多く主演。
退団後は⽇本に帰国しクラシックのみならず退団後は⽇本に帰国しクラシックのみならず退団後は⽇本に帰国しクラシックのみならず
様々なジャンルの舞台に出演し感性の幅を広様々なジャンルの舞台に出演し感性の幅を広様々なジャンルの舞台に出演し感性の幅を広
げ、CM出演やモデル業、振付を依頼される。げ、CM出演やモデル業、振付を依頼される。げ、CM出演やモデル業、振付を依頼される。
2020年⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ団を発2020年⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ団を発2020年⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ団を発
⾜し、2021年｢くるみ割り⼈形」2022年｢ド⾜し、2021年｢くるみ割り⼈形」2022年｢ド⾜し、2021年｢くるみ割り⼈形」2022年｢ド
ン・キホーテ｣の本公演を実施。次世代のダンン・キホーテ｣の本公演を実施。次世代のダンン・キホーテ｣の本公演を実施。次世代のダン
サーと共にお客様の⼼に響く舞台作りを⽬指サーと共にお客様の⼼に響く舞台作りを⽬指サーと共にお客様の⼼に響く舞台作りを⽬指
している。している。している。

⻄岡憲吾(バレエダンサー)
愛媛の今村バレエ教室でバレエを始め京都バ
レエ専⾨学校に⼊学する。在学中に出場した
NBAバレエコンクールにてイタリアミラノ・
スカラ座バレエ学校のスカラシップを受賞し
⻑期留学。同学校の学校公演や移動公演など
で多くの主役を踊り、⾸席で卒業する。卒業
後はセルビア国⽴ベオグラードバレエ団にソ
リストとして⼊団し《ラ・バヤデール》ブロ
ンズアイドル、《⽩⿃の湖》道化など持ち前
の跳躍⼒を⽣かした踊りで作品を盛り上げる
他、コンテンポラリー作品にも数多く主演。
退団後は⽇本に帰国しクラシックのみならず
様々なジャンルの舞台に出演し感性の幅を広
げ、CM出演やモデル業、振付を依頼される。
2020年⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ団を発
⾜し、2021年｢くるみ割り⼈形」2022年｢ド
ン・キホーテ｣の本公演を実施。次世代のダン
サーと共にお客様の⼼に響く舞台作りを⽬指
している。

福⾕葉⼦(バレエダンサー)福⾕葉⼦(バレエダンサー)福⾕葉⼦(バレエダンサー)
有⾺バレエ教室にてバレエを始め、京都有⾺バレエ教室にてバレエを始め、京都有⾺バレエ教室にてバレエを始め、京都
バレエ専⾨学校を卒業する。バレエ専⾨学校を卒業する。バレエ専⾨学校を卒業する。
東京新聞社主催全国舞踊コンクールパド東京新聞社主催全国舞踊コンクールパド東京新聞社主催全国舞踊コンクールパド
ドゥ部⼊賞1位、N B A全国バレエコンクドゥ部⼊賞1位、N B A全国バレエコンクドゥ部⼊賞1位、N B A全国バレエコンク
ールシニア部第3位等、上位⼊賞を果たールシニア部第3位等、上位⼊賞を果たールシニア部第3位等、上位⼊賞を果た
し、シアタードラマシティのダンスアクし、シアタードラマシティのダンスアクし、シアタードラマシティのダンスアク
トシリーズ『ジャンコクトー堕天使のトシリーズ『ジャンコクトー堕天使のトシリーズ『ジャンコクトー堕天使の
恋』演出：⼩池修⼀郎 振付:上島雪夫、恋』演出：⼩池修⼀郎 振付:上島雪夫、恋』演出：⼩池修⼀郎 振付:上島雪夫、
前⽥清実、⾦森穣 ⾳楽:宮川彬良でデビ前⽥清実、⾦森穣 ⾳楽:宮川彬良でデビ前⽥清実、⾦森穣 ⾳楽:宮川彬良でデビ
ュー。以後、バレエのみならず様々な舞ュー。以後、バレエのみならず様々な舞ュー。以後、バレエのみならず様々な舞
台で活躍する。出⾝校の有⾺⿓⼦バレエ台で活躍する。出⾝校の有⾺⿓⼦バレエ台で活躍する。出⾝校の有⾺⿓⼦バレエ
団（現:京都バレエ団）では特別団員とし団（現:京都バレエ団）では特別団員とし団（現:京都バレエ団）では特別団員とし
てソリストを務め、パリオペラ座のエトてソリストを務め、パリオペラ座のエトてソリストを務め、パリオペラ座のエト
ワールをパートナーにオペラ座作品を主ワールをパートナーにオペラ座作品を主ワールをパートナーにオペラ座作品を主
演する。演する。演する。
2020年に⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ2020年に⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ2020年に⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ
団を発⾜。代表を務める。団を発⾜。代表を務める。団を発⾜。代表を務める。

福⾕葉⼦(バレエダンサー)
有⾺バレエ教室にてバレエを始め、京都
バレエ専⾨学校を卒業する。
東京新聞社主催全国舞踊コンクールパド
ドゥ部⼊賞1位、N B A全国バレエコンク
ールシニア部第3位等、上位⼊賞を果た
し、シアタードラマシティのダンスアク
トシリーズ『ジャンコクトー堕天使の
恋』演出：⼩池修⼀郎 振付:上島雪夫、
前⽥清実、⾦森穣 ⾳楽:宮川彬良でデビ
ュー。以後、バレエのみならず様々な舞
台で活躍する。出⾝校の有⾺⿓⼦バレエ
団（現:京都バレエ団）では特別団員とし
てソリストを務め、パリオペラ座のエト
ワールをパートナーにオペラ座作品を主
演する。
2020年に⼀般社団法⼈⻄岡・福⾕バレエ
団を発⾜。代表を務める。

- Écoute ! - Écoute ! - C’est moi, c’est Ondine qui frôle de ces- Écoute ! - Écoute ! - C’est moi, c’est Ondine qui frôle de ces- Écoute ! - Écoute ! - C’est moi, c’est Ondine qui frôle de ces
gouttes d’eau les losanges sonores de ta fenêtre illuminée par lesgouttes d’eau les losanges sonores de ta fenêtre illuminée par lesgouttes d’eau les losanges sonores de ta fenêtre illuminée par les
mornes rayons de la lune ; et voici, en robe de moire, la damemornes rayons de la lune ; et voici, en robe de moire, la damemornes rayons de la lune ; et voici, en robe de moire, la dame   
châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée etchâtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée etchâtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et    
le beau lac endormi.…le beau lac endormi.…le beau lac endormi.…

Aloysius BertrandAloysius BertrandAloysius Bertrand      « Gaspard de la nuit » Ondine« Gaspard de la nuit » Ondine« Gaspard de la nuit » Ondine   
アロイジウス・ベルトラン 《夜のガスパール》⽔の精アロイジウス・ベルトラン 《夜のガスパール》⽔の精アロイジウス・ベルトラン 《夜のガスパール》⽔の精

… Écouter l'eau… Écouter l'eau… Écouter l'eau   
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