
ダレン・エリス
Darren Ellis

副校長

ランベールスクールを卒業後、ウェイン・マグレガー
のランダムダンス、マシュー・ボーンのニューアド
ベンチャー、マークブルースダンスカンパニーなど
の多くのカンパニーで活躍。リチャードアルストン
ダンスカンパニーでは、ダンサーとしてまたリハー
サルディレクターとして、活躍した。
2007年以後、ダレンは自分のダレンエリスカンパ
ニーのために6つの作品を創り上げ、リチャードア
ルストンカンパニーのために2つの作品を創った。
また彼一人での舞台は、国内、国外ツアーで披露さ
れた。ダレンは2010年から2014年にダンスイー
ストのアソシエートアーティストであり、またブ
ルームバーグプレイス賞ダンス部門のセミファイナ
リストでもある。様々なユースカンパニーやセン
ターオブアドバンストレーニング、トリニティラー
バン、ダンスイーストの生徒達、またエッジ、イン
トトやマップダンスにも作品を創った。
ランベールカンパニー、ニューアドベンチャー、Ｄ
Ｖ8、ウエルズナショナルカンパニーやリチャード
アルストンカンパニーなどのプロフェッショナルカ
ンパニーでも教えている。

樋笠あゆみ
Ayumi Hikasa

専任バレエ教師

東京生まれ。小林紀子バレエアカデミーを卒業し、
その後ロイヤルバレエスクールに３年留学、卒業。
ロイヤルバレエ団、サドラーズウエルズロイヤルバ
レエ団（現バーミンガムロイヤルバレエ団）の舞台
に出演。その後、ポルトガルバレエ団に入団し、２
か月後にはソリスト、プリンシパルの役を踊る。
イギリスに戻り、ロンドンシティバレエ団に入団後、
「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「シンデレラ」「ロミ
オとジュリエット」など主役を踊る。その後、ジリ
アン・リンに抜擢され、日本人として初めてロンド
ンウエストエンドの「オペラ座の怪人」に出演。そ
の間もゲストプリンシパルダンサーとしてイギリ
ス、ヨーロッパで踊る。故クリストファー・ゲーブ
ル監督下でのノーザンバレエ団にも入団し、ジリア
ン・リン振付の主役を踊る。
幼少の子供からプロフェッショナルレベルまで、バ
レエ教室、ヴァケーショナルスクール、サマ－スクー
ル、Ｋバレエカンパニー、ウエストエンドの「ライ
オンキング」キャストなど教え、個人レッスンも継
続している。
ランベールスクールでは、主にレイディーズクラス、
ソロ、ポアント、コーチングを担当している。

クリス・ベンステッド
Chris Benstead

ミュージシャン

作曲家であるクリスは、30年以上徹底して世界中
の踊り部門や劇場で仕事をした。英国各地、ヨーロッ
パ、アメリカそしてアフリカなどでの様々な規模の
ダンスカンパニーやシアターカンパニー、ユース、
コミュニティーグループ、ラジオ、テレビ、そして
映画を含め、大多数な楽譜を創り上げた。クリスは
ダンサー、そしてダンスに興味のあるミュージシャ
ンに定期的にクラスを教え、英国内で最も優れて経
験豊富なダンス伴奏者の一人。
2010年以来、南アフリカのタウンシップスクール
で、タマラ・マックローグとともに、ダンス教師に
なることに興味がある生徒達のためのトレーニング
プログラムを共同監督している。メキシコとドイツ
ではコミュニティーダンスプロジェクトの作曲を
し、またスロベニアで新しい振付の作品への作曲を
手掛けた。

英国ランベールスクール
ワークショップ&オーディション

in 東京・大阪・鹿児島

2019.12.14(sat)
   ～12.15(sun)
鹿児島

鹿児島婦人会館（予定）

2019.12.17(tue)
 ～12.18(wed)
大阪 

Garage Art Space

2019.12.21(sat)
   ～12.22(sun)

東京
ノアスタジオ・都立大



[ ワークショップ参加費 ]

フリガナ 生年月日
男・女アルファベット表記 西暦

　　　年　　　　月　　　日
参加者氏名

歳

自宅住所

(〒　　　-　　　　）

自宅電話番号　　　　-　　　　-　　　　　　　　　携帯電話番号　　　　-　　　　-　　　　
FAX番号 メールアドレス ＠

会場 鹿児島 大阪 東京

参加日 □ 12/14 □ 12/15 □ 12/17 □ 12/18 □ 12/21 □ 12/22

参加内容 □ワークショップのみ　　□ワークショップ+オーディション　　□ コンテ児童クラス

所属団体名

フリガナ フリガナ
名称 指導者名

住所　(〒　　　-　　　　）

電話番号　　　　-　　　　-　　　　
FAX番号 メールアドレス

見学希望者 　　　　名　　氏名 □１日見学 □２日間見学

当日の
緊急連絡先

携帯電話

応募の
きっかけ

雑誌広告・WEB・Ballet Navi
バレエの先生を通して
その他（  　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　）

事務局
記入

受付日

入金日

■参加申込書

ワークショップ&オーディション

▶締　切　日 2019年12月２日（月）
▶送　付　先 〒215-0005
 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘４-４-３
 RSBC.JAPAN 代表 吉田祥子

▶参加費振込先 ゆうちょ銀行
 店番098　記号10930　番号19486641　ヨシダ　サチコ
 ※振込人名義は参加者氏名でお願い致します。
 ※主催者側によるレッスン中止の場合を除き、受講料の返金は致しません。

枠内に写真を
貼って下さい。

英国ランベールスクール

ワークショップ＆オーディション
 in 東京・大阪・鹿児島

英国ランベールスクールは国際的に高い評価のあるエリートバレエ・コンテンポラリースクールです。学校創設者マリー・
ランベールはバレエリュスで活躍し、彼女の舞踊に対する創造的なエネルギーと精神は100年を経た学校で今も引き継がれ
ています。学校卒業生はプロダンサー、振付家、監督など様々な分野で活躍しています。
今回は伝統あるランベールスクールの校長、バレエ専任教師、音楽担当教師によるワークショップとオーディションが東京
と大阪と鹿児島で開催されます。
バレエクラスの他にコンテンポラリーやミュージックワークショップなど、英国のスクールと同じプログラムとなっており
ます。ぜひ、この機会にご参加ください。留学を希望される方のオーディションも同時開催されます。
Rambert School HP→ http://www.rambertschool.org.uk/

[ 申込方法 ]
①参加申込書に必要事項を記入の上、下記に郵送してください。
　参加者が複数名いる場合は参加申込書をコピーしてご使用ください。
②参加費を下記の銀行口座にお振込ください。
③参加申込書と参加費の入金が確認できましたら、こちらから
確認の連絡をいたします。

会　　場

鹿児島：鹿児島婦人会館　鹿児島県鹿児島市下荒田2-27-12（市宮バス13、16番線婦人会館前下車）
　　　　※会場は予定です。確定になりましたら受講申込みされた方にはご連絡差し上げます。
大　阪：Garage Art Space　大阪府東大阪市西堤本通東3-6-23

（大阪メトロ中央線「高井田」より徒歩10分／JRおおさか東線「高井田中央」より徒歩10分）
東　京：ノアスタジオ・都立大B1Cst　東京都目黒区中根1-7-23 STビル（東急東横線「都立大学」より徒歩２分）

対象年齢
ワークショップ　12歳以上
オーディション　16歳～23歳（2020年９月１日で16歳以上）※オーディション希望者は2日間の受講をお願いします。
コンテンポラリー児童クラス●鹿児島のみ実施　９歳～11歳

定　　員 各日35名まで　（定員になり次第受付を締切させていただきます）

内　　容

クラシックバレエ＋ポアント／コンテンポラリー／コンテンポラリーレパートリー／ミュージックワークショップ
ワークショップ参加者に修了書授与あり
コンテンポラリー児童クラス（小学生対象のコンテンポラリー初級クラス）●鹿児島のみ実施
コンテンポラリーレパートリー：コンテンポラリーのクラスで学んだことを基本に作品を学びます。
ミュージックワークショップ：踊りに必要な音楽性をリズムを通して講習参加者でグループを作り学びます。

講　　師 ダレン・エリス（副校長）　樋笠あゆみ（専任バレエ教師）　クリス・ベンステッド（ミュージシャン）

[ 申込締切 ]　　12月２日（月）
[ 参加申込書の送り先 ]
〒215 ｰ 0005　神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘４ｰ４ｰ３
RSBC.JAPAN 代表 吉田祥子

[ お問い合せ先 ]
Mail又はFaxで返信先を明記の上、お問い合わせください。
Mail：japanworkshop@rambertschool.org.uk
FAX：044 ｰ 965 ｰ 2620

鹿児島
12/14(sat)

11:15 -13:00 クラシックバレエ＋ポアント

13:15 -14:15 コンテンポラリー

14:25 -15:15 コンテンポラリーレパートリー

15:30 -16:30 ミュージックワークショップ

17:00 -18:40 コンテンポラリー児童クラス

12/15(sun)

12:00 -13:45 クラシックバレエ＋ポアント

14:00 -15:00 コンテンポラリー

15:10 -16:00 コンテンポラリーレパートリー

16:10 -17:10 ミュージックワークショップ

16:30 -17:10 学校説明会（保護者対象）

10:00 -11:40 コンテンポラリー児童クラス

大　阪
12/17（tue）・18（wed）

16:00 -17:30 クラシックバレエ＋ポアント

17:40 -18:40 コンテンポラリー

18:45 -19:35 コンテンポラリーレパートリー
19:40 -20:40 ミュージックワークショップ

学校説明会（保護者対象）
※18日のみ

東　京
12/21(sat)

11:00 -13:00 クラシックバレエ＋ポアント

13:15 -14:45 コンテンポラリー

15:00 -16:00 コンテンポラリーレパートリー

16:15 -17:15 ミュージックワークショップ

16:30 -17:15 学校説明会（保護者対象）

12/22(sun)

11:00 -13:00 クラシックバレエ＋ポアント

13:15 -14:45 コンテンポラリー

15:00 -16:00 コンテンポラリーレパートリー

16:15 -17:15 ミュージックワークショップ
17:15 -18:00 オーディション生徒の

インタビュー

[ スケジュール ]

会場 １日のみ 両日

鹿児島・大阪 ￥17,000 ￥30,000

東京 ￥18,000 ￥32,000

オーディション ￥4,000

児童クラス（鹿児島のみ） ￥10,000 ￥18,000

見学 ￥1,500 ￥2,500

[ 参加費振込先 ]
ゆうちょ銀行
店番098　記号10930　番号19486641　ヨシダ　サチコ
※振込名義は参加者氏名でお願い致します。
※主催者側によるレッスン中止の場合を除き、受講料の返金は致しません。

キ

リ

ト

リ


