
みなさん、こんにちは！

今⽉より、スタジオの旬な情報をいち早くお伝え

するメールマガジンを創刊いたします。

今⽉は、新講師バネッサ（⼤阪校）とディエゴ

（福岡校）を迎えた新しい４ヶ⽉の始まりです。

バネッサ・ディエゴはじめ全講師からのメッセー

ジも届いていますので、ぜひお楽しみください！

＊福岡校では、ディエゴが査証の関係で来福が遅

れ⽣徒の皆様には⼤変ご迷惑をおかけいたしまし

た。経過に関して、ディエゴからのメッセージコ

ーナーにてご報告しております。

Our Features
バネッサ、ディエゴメッセージ

講師からのメッセージ

【両校】タブラオのお知らせ  

らせ

【両校】Tablao de Alumnasのお知

【⼤阪】新スタジオ速報

【両校】⼊⾨・初級者ガイド

その他

Alma de Flamenco News! 創刊号

前回の福岡校来⽇から三年ぶりとなるバネッサ。

兼ねてから憧れのアンダルシア地⽅・グラナダへ

移住しました。

Qなぜ、グラナダへ？

それは、世界でもっとも素晴らしい都市だから。

タンゴ・デ・マラガの歌詞にもこんなのがあるわ

「グラナダの夜明けを⾒たことがない⼈は、まだ

何も⾒てないのに等しい。」ってね。WOW!まさ

に、その通りの素晴らしい場所よ！特にサクロモ

ンテの洞窟が好き。その独特な光景は他では再現

することができないくらい素晴らしい。全てが私にとってスペシャルなの。

【⼤阪校新講師】Message from Vanessa Montero!

今月からスタジオのメルマガ配信をはじめました。1/16（付）で全会員様に配信しています。
届いていない！という方はflamenco@spainkikaku.comからの受信を許可していただき
また、「迷惑メール」BOXも合わせてご確認ください。それでもご覧になれない場合はお手
数ですがinfo@almadeflamenco.comまでお問い合わせください。

v.yoshikawamaiko
ハイライト表示



ほとんど毎⽇グラナダのタブラオ（ラ・ベンタ

ナ・エル・ガジョ、カサ・デル・アルテ、パラシ

オス・デ・ロス・オルビダドス・・・。まだまだ

続く）で踊っていた。グラナダにはザンブラ、バ

イレ・デル・カミーノ・デル・サクロモンテ、タ

ンゴス・デ・グラナといったグラナダならではの

ダンスや特有の踊り⽅があるのよ。ここでのすべ

ての⽣活体験、アーティストとしての経験はグラ

ナダに居るからこそできるものよね。また、 グラ

ナダにあるカルメン・デ・ラス・クエバスという

学校でフラメンコを教えてもいたわ。

Q⽣徒の皆さんへのメッセージ

今回⼤阪に来ることができて本当に嬉しい！！

皆さんに⼀つだけ、忘れないでもらいたいのは、

クラスでは何に対しても（例えば、ステップ⼀つ

にも）⼼を込めて欲しいと思います。それが、フ

ラメンコの魂みたいなものだから。私も精⼀杯頑

張りますので皆さんも⼀緒に頑張りましょうね！

あとは、⽇本語をもっと勉強したいし、⼤好きな

⽇本のグルメも温泉も楽しみたい。そして、春に

桜をみたいわ。初めてスペイン企画に来たのは

京都校だったんだけど、京都でみた桜がずっと⼼

に残ってる。なんだかそのときのことが懐かしい

ね〜。

 は

 さあ、⼀緒に最⾼の４ヶ⽉にしましょう！

ッスンも随時受付中です）

さし【や ィンいガロテ 】【 リアブレ

⼤阪校：バネッサクラス 今週から好評開講中！今⽉いっぱいはまだ間に合いますよ♪（体験レ

 ★（⻑嶺代替）】【ソレア★】【カラコレス★★】【タラ
ント★★★】



https://aqly.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=27218d28c96aa859e383e42acd6f826111185630859ca1fd0&rd=18d8bdc4bfaf43c1&sd=18d8bdc4bfaf42… 
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わせた作品、“la miel es más dulce que la

sangre”(蜜は⾎よりも⽢い)に出演しました。こ

の

去年⼤阪校へ来⽇してからおよそ１年。どんなア

ーティスト活動をしていたのか聞いてみました。

Q今回の再来⽇までは、どのように過ごしていま

したか?

⽇本から戻ってきてからは、（コロンビアの）ボ

ゴタでフラメンコのレッスンをしながら、1 ヶ⽉

間コンテンポラリーダンスとフラメンコを組み合

【福岡校新講師】Message from Diego Fetecua!

作品でスペインのバリャドリッド、カディスのイ

ベロアメリカ演劇祭、ガリシアのオウレンセ、カ

ルサーダ・デ・ カラトラーバのツアーに参加して

たんですよ！とても刺激的な経験でした。また、

コロンビアのフラメンコフェスティバルでアーテ

ィスティックオーガナイザーを務めました。その

後はフラメンコのレッスンを受けるためにセビー

リャで 1 か⽉間過ごしたり、 オランダでタブラオ

に出演したり、短期コースで教えたりしてきまし

 たよ！そして！今、ボゴタで（ビザが無事に降り

ることを祈りながら）福岡校での新しいシーズン

と再び⼀緒に、楽しく、エネルギッシュにクラス

嬉しく思います！はやく皆

に向けてレッスン内容を準備中です!福岡の皆さん

をできることをとても

さんに会いたいです!

詳細はこちらのスケジュールをご覧ください。

＜ディエゴ来⽇遅延についての報告＞

コロンビアの情勢によりビザ所得が遅れ来⽇が遅延していましたが、つい先ほどディエゴより

（16⽇16時現在）無事に⾶⾏機に乗ったとの連絡を受けました！！
17⽇夜には福岡到着です！

皆様にはご迷惑とご⼼配をおかけしましたことお詫び申し上げます。

【福岡校】ディエゴのお試しレッスン1/18（⼟）・19（⽇）に決定！！



講師からのメッセージ

⼤阪校・⻑嶺晴⾹
（現在休講中・２⽉３⽇の週から復帰予定）

⻑嶺晴⾹は年末の怪我のため現在休講・代講

でお休みをいただいております。２⽉から通

常クラス復帰に向けて準備をしております。

たくさんのお⾒舞いのメールありがとうござ

います。

⻑嶺：昨年末⾜を剥離⾻折してしまいました

が、少しずつ回復に向かっています！2⽉復活

に向けて今は、しっかり準備したいとおもい

ます。

今年は、さらに⽣徒の皆さんに内容の濃い

レッスンができるよう、⾃⾝の踊りのレベル

アップと共に、新たな事にもどんどん挑戦し

ていきたいと思います。クラスでは、踊る為

の⾝体作りから、⾝体にしっかりとコンパス

を染みこませ、⾃然にコンパスの流れに乗れ

るよう、どのクラスでも基礎を続けながらさ

らに強化していきたいです！

⼤阪校・三代智慧
担当：はじめてのフラメンコ/バリアシオン/★フ

ァンダンゴ

あけましておめでとうございます。今年最初

のお試しクラスを終えたところでこのメッセ

ージを書いています。去年まで「はじめての

フラメンコ」クラスに通われていた⽅々も、

上の段階のクラスに多数お越し頂き、嬉しく

思っています。新しいことに挑戦するのは、

勇気も努⼒も必要ですが、頑張った分は必ず

結果につながります。のんびり続けたい⽅

も、どんどん前に進みたい⽅も、それぞれの

校のスタジオ移転も控えており、⼤きな変化

ペースでともに頑張りましょう(^^)今年は⼤阪

の年になりそうです。いままで以上に楽しく

通っていただけるクラスを⽬指しますので、

みなさま本年もよろしくお願いします！



福岡校・坂本沙織
担当：はじめてのフラメンコ/バリアシオン/優し

い振付/★ティエント

あけましておめでとうございます(^^)今年は私の

福岡校・上野亜紀
担当：はじめてのフラメンコ/バリアシオン

明けましておめでとうございます！さあ〜先

担当クラスではテクニカに⼒を⼊れて、皆さんに

更なるステップアップを⽬指していただけるよう

に考えています！ステップアップを⽬指す⽅や、

初めてフラメンコを習われる⽅、久しぶりにフラ

メンコを復帰される⽣徒さんにも、みなさんがひ

とりひとり楽しんで踊ってもらえるように頑張り

ます！今年もみなさんと⼀緒にフラメンコを楽し

めるよう充実した1年を過ごしたいと思っていま

す！今年もよろしくお願いします🎶

コ」「バリアシオン」クラスが始まりまし

た！皆さんいかがですか？バリアシオンクラ

スからは、⽣のギター伴奏も⼊ります🎶 今年

はさらに☆フラメンコの⾊々な曲を⽣のギタ

ー伴奏と⼀緒に、もっともっと〜体で感じて

楽しんでもらいたい☆と思っています♡私も

さんとフラメンコを楽しむ時間をたくさん皆

作っていきたいと思います♪今年もよろしくお

願いいたします‼ 



５⽉に移転を予定している⼤阪・本町スタジ

オ、只今鋭意⼯事中です。

先⽇、バネッサが新スタジオに同⾏。強く床

を踏みならしての⾳、振動、響きのテストを

⾏いました。内装は、これまでの全てのスタ

ジオの内装や修繕をいつも担当してくれてい

る⾼橋さん。防⾳業者とも連携しながら床と

壁の防⾳対策を練りに練っています！

新スタジオ⼊り⼝には、おしゃれな⽣地屋さ

ん、⽬の前には公園がありカフェに囲まれた

素敵な環境で新スタジオ設営が着々と進んで

います。

＊本町スタジオへのアクセス＊

⼀番近い最寄駅は四ツ橋線「本町駅」（徒歩

１、２分）ですが、他にも様々なアクセス⽅

法があります。実際に⾐装室Yukiが歩いてみ

ました。（分は本⼈の実感です）

★⼀番近い！四ツ橋線「本町駅」23番出⼝

（徒歩1.5分）

★便利！御堂筋線「本町駅」15番出⼝地上徒

歩（4.5分）*地下道で四ツ橋線本町駅に出る

には徒歩9分。アップダウンが激しいのでちょ

っとキツイ。地上の⽅が断然近い!⾬の⽇は地

下もいいですね。

★他にも！⻑堀鶴⾒緑地線「⻄⼤橋」・御堂

筋線「⼼斎橋」・中央線、千⽇前線「阿波

座」各駅から徒歩10分圏内です。

↓新スタジオ地図はこちら↓

Google MAP

【⼤阪校】新スタジオ速報!

https://aqly.maillist-manage.com/click.zc?od=27218d28c96aa859e383e42acd6f826111185630859ca1fd0&repDgs=18d8bdc4bfaf43c1&linkDgs=18d8bdc4bfaf702c&mrd=18d8bdc4bfaf42c5&m=1


【両校共通】２⽉のタブラオのご案内

２⽉のタブラオ予約から予約開始⽇が変更になります！

＊開催⽉１ヶ⽉前のタブラオ終了後21:00~＊
両店共バネッサ・ディエゴ＆レギュラーメンバー総出演!

ご予約お待ちしております！

＊１⽉18⽇（⼟）に予定していた福岡のタブラオは２⽉に延期となりました。

⼤阪  | ２⽉２２⽇（⼟）/ 予約開始1/25（⼟）21:00~

福岡  | ２⽉１５⽇（⼟）/ 予約開始1/18（⼟）21:00~

＊大阪校｜4/25（土）・26（日）＊

＊福岡校｜5/2（土）・3（日）＊

【両校共通】Tablao de Alumnas Primavera⽇程決定！

⽇頃のレッスンの成果を舞台で花開かせましょう！ご参加お待ちしています！

お申し込みなどの詳細は来⽉公開予定です。



⼊⾨・初級クラス受講お役⽴ち情報

メルマガ創刊号、最後までお読みいただきあ

りがとうございました！いかがでしたか？ス

タジオでは、これからも皆様により楽しく、

深くフラメンコライフを送っていただくため

の会員サービスに⼒をいれていきたいと思っ

ています。「こんな企画をして欲しい！」

「ここを改善して欲しい！」「これが知りた

い！」などみなさんの声をぜひお聞かせくだ

さい。ご意⾒・ご感想はこちらまで

→maiko@spainkikaku.com

メルマガ編集⻑：吉川⿇⾐⼦

⼤阪校 ｜  福岡校

⼊⾨・初⼼者クラスの料⾦や受け⽅、フラメンコ定番曲などをご案内しています。

 HOW?! スタジオ情報をオンラインでGET! 

画などは各校の会員専⽤ページへ ⼤阪校｜福岡校

いいね⼤歓迎！Facebookでは、スタジオの今を随時更新しています！ 公式Facebook

Let's動画！公式Youtubeチャンネル

ご意⾒・ご感想お待ちしています！

メルマガはスタジオ会員様と休会中の会員様、またメルマガの配信をご希望者

れたお客様にお送りしております。

●購読を中⽌されたい⽅はこちらへ→購読廃⽌

●メールアドレスを変更されたい⽅はこちらまでお知らせください→メアド変更

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」CALL (OR) EMAIL

全般的なお問い合わせ  |   info@almadeflamenco.com

⼤阪校 (06) 6631-7390   |   flamenco@spainkikaku.com

福岡校 (092) 262-1238 |   fukuoka@spainkikaku.com

Message sent by （有）スペイン企画

https://almadeflamenco.com/
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