
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あけまして おめでとうございます という

新年のあいさつから、はや 2 カ月がたってし

まいましたが、新年のご挨拶を致します。 

今年は、巳（ヘビ）年です。蛇が苦手な方

の為にいろいろと調べてみると、とても意味

のある年のようです。そもそも「巳」は、胎児

の形を表した象形文字です。また、蛇が冬

眠から覚めて地上に這い出している姿を表

しているといういわれもあり、「新しいことが起

こる、生まれる」といった意味があるようです。

また、蛇は脱皮をするので「復活と再生」とい

う意味があり、エサを食べなくても長く生きら

れるので「神の使い」として全国の神社でま

つられているそうです。七福神の弁財天は

蛇の形をしています。弁財天は、才を引っ張 

 

 

る役目を持っているので、才能の開花や蒔

いた種が実を結ぶ年と言われているそうで

す。今年は、なんと素晴らしい年でしょう。皆

様が、５月２６日に開催する４０周年記念公

演の舞台で、花開く事を祈っています。そし

て、私も４０周年の舞台と、今年３回目になる

「Hearts & Minds バレエコンクール」の結果

もでる年です。「バレエは競い合う事が目的

ではない。個々の優れた才能を見出したい」

というコンセプトが、日本のバレエ界に根付く

事を信じて進んでいきます。 

今年の成人式は、近来まれにみる大雪に

みまわれました。妹分たちも「成人のお祝い

をしてあげよう」と楽しみにしていたのですが、

あまりの大雪の為、私は、柏まで行けずに北

松戸からＵターンしてしまいました。そのよう

な中、２人（坂巻有香、熊谷春花）から成人

式のあでやかな着物の写真とメッセージが

届きました。嬉しかったですヨ。 

私は、４０年の間バレエの教師として、今

でも子供たちを指導しています。これまでの

モットーは、バレエのテクニックのみではなく、

日本人としての礼儀や、バレエを通してマリ

オという家族がお互いに助け合い、支えあっ

て、社会人になってからもこの家族で学んだ

事が生かされるようにという事です。 

この思いが、バレエを学んだ事により２人の

心の中に宿ってくれていた事が嬉しかったで

す。３月１日には、レオタード持参で、成人の

挨拶に来てくれるそうです。皆様もお祝いし

てあげてくださいネ。 

いまから、ワクワクしています。      
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今回はマリオの舞台がなぜいつもこれほどまでに素晴らしいのか！？ 
秘密をこっそり皆様にご紹介します・・・ 

さち先生は舞台や音、またお衣裳に対する『熱い思い』をいつもお持ちになっています。

そのために、様々な工夫や努力をされています。 

先生のこだわりエピソード 【パートⅠ】 

演出のこだわり・・・舞台を何度も見ている方はお気づきかと思いますが、先生の演出には

暗転（舞台を暗くして次の舞台準備を行う）が少ないです。いえ、無いと言ってもいいでし

ょう。それは、暗転にしてしまうと、見ているお客様の気持ちが途切れてしまうと考えてい

らっしゃるからだそうです。そこで紗幕などで透かしにして、その前で演出をする手法を取

っています。 
例えばくるみ割り人形のお菓子の国に移る時など、紗幕の前をクララと王子様が船に乗って

移動したりします！そうすることによって演目が途切れることなく楽しめるということで

す。観ている側にとっては、真っ暗な舞台を観るよりもそちらの方が何十倍も楽しいですよ

ね。４０周年記念公演もどのような演出が待っているのか・・・今から楽しみですね！ 

お衣裳のこだわり・・・マリオのお衣裳はとても素敵ですよね！ 
そこにも隠された秘密がありました。 
皆さん採寸して頂いた経験があると思いますが、そのままお衣裳を作っていると思われます

か？違うのです！先生は一度採寸が終わった後、全員の寸法を見比べているのです。 
そしてあきらかに数字がおかしいなと思うものなどを鋭い直感でチェックしているのです。 
一人二人の採寸ならいざしらず、毎回１００名近い、時には１００名以上の生徒さんのお衣

裳を確認して下さる先生には本当に頭が下がります。 
また体型はまさに千差万別！先生はその子の体型が良く見えるよう、寸法を調整して、デザ

インを考えてくださっているのです。いわゆるオートクチュールです。 
それはもう細かい作業なのはお分かりですよね！それに子供達のことが良く分かっている

からこその作業だと思うのです。 
例えば足が長く胴が短いことはメリットでもある半面、幅広の体型に見えてしまうというデ

メリットもあるそうです。そこで少しだけ胴を伸ばしてあげると、スッキリとした体型に見

えると言うわけです。 
一人一人に合わせて最高の衣裳になるようにと先生はいつも気を配ってくださっているの

ですね！ 

先生のこだわりエピソード 【パートⅡ】 



 先生のこだわりエピソード 【パートⅢ】 
音へのこだわり・・・コンクールに出場する生徒のヴァリエーションのリズムやテンポがすべ

て違うのをご存知ですか？先生は、その子の踊りに合わせ、ひとつひとつ丁寧に音を作って下

さいます。時には、10 時間以上も音響スタジオにこもり、音を一つ一つ音響さんと共に調整

し仕上げて下さるそうです。素晴らしいですね！それはそれは、気の遠くなる細かい作業にな

るそうです。この先生のこだわりの音で、今まで数多くの生徒が素晴らしい賞を受賞されまし

た。この音への愛の深さには、大変感銘を受けます・・・ 
また、コンサートの音へのこだわりも素晴らしいです。沢山の音源の中から、これだというも

のを探し出し、オリジナル曲へと編集されています。ですから、どこにもない素晴らしい音が

コンサートで聴ける訳です。 

舞台演目へのこだわり・・・先生の舞台にはオリジナル作品が沢山あります。沢山ある中か

ら今回は『白雪姫と森の動物たち』 『弥生』 についてご紹介したいと思います。 

【白雪姫と森の動物たち】 

三大バレエとして有名な『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』は誰が作曲され

たかご存知ですか？そうです。チャイコフスキーです。そして、昨年 春のコンサートで発表

された演目『ショピニアーナ』はショパンの曲です。では皆さん、マリオの『白雪姫』はどな

たが作曲されたかご存知ですか？『白雪姫』はバレエ団などでも公演されることがあります

が、マリオの『白雪姫』とはまったく異なるのをご存知でしょうか？ 

それもそのはずです。ティアンヌマリオバレエの『白雪姫』は指揮者としても有名なあの福田

一雄先生が、作曲して下さった１００％オリジナル作品なのです。その楽曲にさち先生が振

りつけてくださっているのです。可愛い動物達が沢山出演されるこちらの作品は小さな生徒

さんの初舞台になることも多いですよね。小さな胸に大きな想い出となって刻まれる演目の

一つではないでしょうか。他では絶対に観ることが出来ない、さち先生オリジナルのとって

おきの『白雪姫』なのです！ 

【弥生】 

『弥生』はバレエでは珍しい、和のテイストを用いた演目です。 

こちらの作品はティアンヌマリオバレエが海外公演（トーランス）をする際に、日本人にしか

できない日本のバレエをお見せしたいという先生の思いから作られた作品だそうです。『弥

生』と聞いて何を思い浮かべますか？３月といえば・・・そうです！！日本の伝統文化である

お雛様を題材としているのです。それぞれのお人形の性格や雰囲気が伝わってきて、まるで

お人形が動き出したかのような作品ですよ！お衣裳も着物をモチーフにデザインした素晴ら

しいものです。うっとりとしてしまいます。中でも『お囃子』は昨年開催された現代バレエ合

同公演でも披露されましたが、マリオの生徒さんが憧れる作品の一つです。力強い太鼓のバ

チさばきとダイナミックな踊りに目が釘付けになること間違いなしの作品です。 

 

先生のこだわりエピソード 【パートⅣ】 
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【芸 術 性 賞 】 横田 もも 【感性賞】 石井 英絵 【技術賞】 下田 海琳 
【音 楽 性 賞 】 佐藤 優菜    ・ 内山 莉那     ・ 小田 瑚珠 
【表 現 力 賞 】 石井 葉月   ・ 金剛寺 里音加 ・ 小峯 紗知  
【容 姿 賞 】 田島 春音   ・ 鈴木 美紫桜  
【将 来 性 賞 】 川上 奈々   ・ 工藤 芽依 ・  土屋 波奈 ・前田 晴音    
【奨 励 賞 】 矢内  萌々花 ・ 諸星  風羽 ・ 梅沢  苺 
【努 力 賞 】 佐久間  未蘭 ・ 石田 愛夏 ・ 磯部 真友香  
        諸星 天羽  ・ 根本 彩羽  ・ 下田 愛鈴那  
【スカラシップ】  
キーロフアカデミーバレエ サマーセッション入学許可 
  石井 英絵 
ラドフォード大学バレエ科 サマーインテンシブ入学許可   

佐藤 優菜 ・ 川上 奈  々 ・ 石井 英絵 

2012 年 12月 28 日に、舞浜のシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ ホテルにて 
コンクールが開催され、素晴らしい成績を収めました。皆さんおめでとうございます！  

Hearts & Minds バレエコンクール 2012 

受賞された生徒さんと保護者の方から感想を頂きました！ 

Hearts＆Minds バレエコンクールに参加して、私は音楽性賞とアメリカ・ラドフォード大学の

スカラシップを頂きました。とても嬉しかったです。 

コンクールに参加出来たことの嬉しさを家族に感謝しました。 

さち先生ご指導ありがとうございました。        【メイン シニア 佐藤 優菜】 

シェラトンホテルにて開催されたコンクールに孫の波奈と優菜を出場させ、とても良かったで

す。舞台で一生懸命踊る二人の姿に成長を感じ胸が熱くなり、涙がでました。素晴らしいコン

クールに出場出来た喜びと感謝の気持ちを忘れない人間になってほしいと思います。 

【祖母 佐藤 富子】 

Hearts&Minds バレエコンクール 2012 で、感性賞とスカラシップをいただく事が出来て、とて

もうれしかったです。さち先生、本当にありがとうございました。やっぱり、本番前は緊張し

てしまいましたが、舞台に出てからは、最後まで頑張りました。私はもっと上手になりたいの

で、これからも練習を頑張ります。          【かめあり 初等科Ａ 石井 英絵】 

感性賞とスカラシップを頂く事が出来たのは、さち先生の御指導のおかげだと思っております。

本当にありがとうございました。授賞式の後に英絵が「ママありがとう。」と言ってくれた事

に、バレエを通じて成長させて頂いたんだなぁと、本当に嬉しい気持ちで一杯になりました。

さち先生、これからも御指導宜しくお願い致します。          【母 石井 穂積】 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

二度目ということもあり、奈々のコンクールへ挑む気持ちに対し上手くフォロー出来ればと

思っていましたが、実際は私自身の勉強不足が先生方にご迷惑をかけてしまう事が多々あり

反省が必要な日々でした。ですが常に前向きに明るく指導してくださるさち先生や他の先生

方に救われ気持ち良く本番を迎える事が出来たことに心より感謝しております。そして有難

い賞を頂きこれからも日々の稽古におごることなく真摯に取り組んでいこうと奈々へのメ

ッセージをおくりました。シェラトンでの幸せな時間を過ごすことができ、しっかりと心の

充電をした思いです。この舞浜コンクールに携わって下さいました皆様、心から御礼を申し

上げます。                            【母 川上 愛子】

私は二度目の舞浜コンクールへの挑戦となりました。初めての舞浜コンクールの反省を忘れず、一回一回のレッスンを大切

にして、本番に挑みました。舞台稽古の時点で他の出演者の方々に呑み込まれてしまう弱い気持ちも出てしまいましたが、

今までの先生方の指導や、何よりもさち先生の暖かく背中を押して下さる優しい笑顔を思い出し舞台へ上がったことを覚え

ています。そして将来性賞という大変嬉しい賞をいただくことが出来ました。これからもこの賞に恥じることのないよう毎

日のお稽古を大切にします。スカラシップが発表された時、まさか自分の名前が呼ばれるとは思わなかったのでビックリし

てしまいました。驚きがおさまってから嬉しい気持ちが湧いてきて本当にこの舞台に立つ事が出来て良かったと思いまし

た。これからもスカラシップ賞に恥ずかしくないバレエをしていきたいです。     【かめあり 中等科 川上 奈々】 

コンクールに出場させていただきありがとうございました。最初はコンクールがどんな感じか分からなかったし、知ってい

るお友達がいなかったのでとても不安でしたが、お姉さん達やお友達がやさしくしてくれたので、すぐに仲良くなれて、不

安もなくなりました。レッスンはいつもとちがってとても大変だったけれど、いっぱい練習してよかったと思いました。本

番は、すてきなホテルとすてきなステージで、とても きんちょうしたけれど踊っていると、とちゅうからとても楽しくて気

持ちが良かったのを今でも忘れられません。いただたしょうじょうは私の宝物です！また今年のコンクールにも出場して、

宝物をふやしたいです。先生方、本当にありがとうございました。バレエは大好きなのでずっとずっと続けて上手になりた

いです。これからもよろしくおねがいします。                  【かめあり 初等科Ｂ 横田 もも】 

素晴らしいコンクールに出場させて頂き、ありがとうございました。初めてのコンクール

で何も分からず、当日まで不安でしたが、先生方やお母様方、お姉様方のお陰で、娘も私

も素敵な一日を過ごさせて頂く事が出来ました。夏から始まったレッスンでは、普段では

学べない様々な事を学ばせて頂き、バレエだけでなく精神面でも成長させて頂く事が出来

ました。当日は豪華なホテルにはしゃいではいるものの、ずっと緊張していた娘ですが、

控え室に入る後ろ姿がなんだか大きくなった様に感じ、頼もしく思えました。審査の舞台

では、半年間頑張ったレッスン、無事ケガも病気もなく舞台に立っている事に感謝しなが

ら、６年前お教室に着くと「バレエはすきだけどママとバイバイがいや」と言っていつも

泣いていた３歳の娘を思い出し、あの頃よりもっと大好きになったバレエを踊っている笑

顔が涙と共に輝いて見えました。泣き虫でマイペースな娘がここまでこれたのも、ご指導

頂きいつも見守って下さったさち先生をはじめ、先生方のお陰だと感謝しております。授

与式では壇上で賞状を受け取る姿には涙が止まりませんでした。娘にとって、特別なレッ

スン、賞状、このコンクールすべてが最高の宝物になりました。私にとっても勿論宝物で

すが、翌日娘が「バレエをやらせてくれてありがとう。いつも送り迎えをしてくれてあり

がとう。ママのおかげでがんばれたよ」とくれた手紙も宝物です。「バレエが大好き！」

という気持ちがより一層大きくなり、次回のコンクールも楽しみでいっぱいの様です。こ

のような機会を与えて下さった事に心から感謝しております。これからもご指導宜しくお

願い致します。                  【母 横田 美樹】 

Hearts & Minds 

バレエコンクール 

2013 

開催決定 
2013 年 12 月 26-27 日 



earts inds

!!



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

いつもお世話になっている先生方のご紹介とインタビューを掲載いたします！ 

＊バレエを始めた頃・・・  
私がバレエを始めたのは、そごうの「ダリアの会」のカルチャー教室でした。初めて

の舞台でのお役は、「白雪姫と森の動物たち」のキツネです。自分の事はあまり覚え

ていませんが、私たちを指導してくださっていた先生（涼子先生）が白雪姫を踊って

いました。心の中で「私の先生が白雪姫を踊っているんだよ！」と鼻が高かったです。 

＊今までで一番印象に残っている公演やお役・・・  
印象に残っている公演は、30周年記念公演です。 
特に「ドン・キホーテ」は、約一年前からレッスンを始め、

長い期間練習をしました。ダンスシューズを履いて扇子を

持って踊る事や、福田先生の指揮でオーケストラで踊る

事。また、かめありの公演と合わせて、たくさんのお役を

いただいた事。初めてづくしでとても印象深いです。 
印象に残っているお役は一つには選べません。頂いたお役

一つ一つに想い出があります。写真やビデオを見るとその

時の練習の記憶がよみがえります。 
 

＊生徒へのメッセージ  
発表会やコンクールの練習で、大きな壁にぶち当た

っても、その壁に挑むことをやめたり、諦めたりせ

ずに乗り越えて下さい。 
大変な事や、辛い事が待っていると思いますが、そ

れを乗り越えると大きな成長ができると思います。

それは、技術的な事も内面的な事も目に見えてわか

ります。逃げずに頑張ったご褒美だと思います。 

高野 倫子先生  【受賞経歴】 
  千葉県芸術舞踊協会新人公演 入賞  
千葉県芸術舞踊協会選抜新人公演 協会長賞  

【主な出演作品】 
 千葉県芸術舞踊協会ちば文化祭「ワルプルギスの夜」  
 現代バレエ合同公「ヴィ・ヴァンデール」「ジゼル」  
「チャイコフスキーの調べ   「ワルプルギスの夜」    
 JBAヤングバレエフェスティバル 
「海賊」より“夢の花園”「森の詩」「ジゼル」   他多数出演 

＊バレエ指導で心がけていること・・・  
バーなどでこのように（こんな感じで）やってほし

いなという時に、例え話をしてわかりやすく説明を

していますが、たまにからまわりしています…。 

30周年記念公演 ドン・キホーテ 

キツネ

パリの炎 チャイコフスキー パ・ド・ドゥ 

パリの炎で初めてコンクールで予選を通過できました。また

何回か先生にお役を頂いているので思い入れは強いです！ 



 

◆「第三回全国鎌倉バレエコンクール」 開催 

○開 催 日 2013 年 3 月 25 日（月）～27 日（水） 

○会 場 鎌倉芸術館 大ホール（神奈川県鎌倉市）

◆Hearts ＆Minds バレエコンクール主催 

「 SPRING  STUDY TOUR  in New York  」  

 

○日 程 2013 年 3 月 28 日～4 月 2 日（火） 

○内 容 本場ニューヨークのブロードウェイで

のバレエレッスン。 
その他ミュージカル観賞やメトロポ

リタン美術館の見学等 ◆４０周年記念チャリティー公演のお知らせ  

○開 催 日 2013 年 5 月 26 日（日） 

○会 場 かめありリリオホール  

先日、無事に成人式を迎えることができ、とても嬉しく思っています。大雪のせ

いで、振袖を着た姿でさち先生にお会いすることができなかったことは本当に残

念ですが、大雪の中の成人式は、より思い出に残る 1 日となりました。 
今はバレエから離れた環境にいる私でも、20 年の人生のうちの約半分の期間は

バレエに打ち込んでいたのだと振り返ると、とても感慨深いです。今でも時々、

さち先生にご指導して頂いていた時のことを思い出し、感謝の気持ちでいっぱい

になります。これからは、新成人としての責任と自覚をもって、自分の夢にむか

って努力していきたいと思います。ありがとうございました。 

マリオの生徒さんが成人式を迎えられました！おめでとうござい

熊谷 春花 さん 

坂巻 有香 さん 
私も20歳になり、バレエを習い初めて13年目になりました。改めてこの20年間

を振り返ったとき、私の1番は、全てバレエだなと思いました。1番泣いたことも

バレエ、1番頑張ったこともバレエ、そしてもちろん1番嬉しかったこともバレエ

です。14歳で初めてコンクールに出させて頂き、合格したときは本当に嬉しかっ

たです。MARIO MAILで、さち先生からお祝いのお言葉をいただき、その中に

「彼女には14年間生きていた中で最高の日であったと思います。」と書いていた

だきました。6年たった今でも私が生きていた中で、コンクールに合格した日が1
番忘れられない最高の日だったといえます。さち先生素敵なプレゼントありがと

うございました。頂いたネックレスが似合うような大人の女性になりたいと思い

ます。 

お 知 ら せ

○演目予定 
【ソワレの部】 
・弥生 
・お楽しみ（後日発表） 
・フックトオンメドレー 

40 周年記念チャリティー公演の練習が年明けよ

り始まりました。スタジオは熱気にあふれていま

す。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

当スタジオより、佐藤 優菜さん、川上 奈々さん、 

石井 英絵さんが出場されます。 是非会場へ足をお運

び頂き、皆様からの温かい拍手をお願い致します。 

【参 加 者】 

ぬのめ さち先生   佐藤 優菜さん 

石井 穂積さん  石井 英絵さん   白須賀 美干さん 
【マチネーの部】 
・ドン・キホーテ 
・未完成 
・白雪姫と森の動物たち 

次回マリオメールにて、 
ニューヨーク研修旅行

の様子を皆様にご報告

させて頂きます。お楽し

みに♪ 




