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待ちに待った春がやってきました！あちらこちらで色とりどりのお花が咲き始め、目を楽しませ

てくれます。広尾スタジオ前の桜並木も花芽が膨らんできました！寒い冬を過ごしてエネルギーを

ためていたのですね～。2 月の末に植えたチューリップの球根も芽を出してもうすぐ花を咲かせて

くれるでしょう。何色か楽しみです。春になると命のパワーがあふれ出てくるようで、花粉症がな

ければ大好きな季節です。（今年は特にすごくて悩みどころです）                 

さて、ブログや Facebook でもお伝えしましたが、先日は毎年恒例の「老人ホーム慰問」に行って

まいりました。今年も 36 名の子どもたちが参加して心温まる時を過ごしました。何度も参加して

いる生徒はもう「ふるさと」や「365 歩のマーチ」の歌詞もばっちりのようで、初めてのお子さん

も一緒に元気よくみんなで歌いました。たった 2 回のリハーサルでしたがバレエも上手に踊れまし

たね！！日頃のレッスンの成果を感じて嬉しく思います。また、今回はミニーの生徒ではないお子

さんの参加もありました。教室だけでなく、社会にいる皆で出来ることとして、教室がお役にたて

れば何よりです。今後も学校やご近所のお友達にもお声をかけて頂けましたら幸いです。                                         

ところで毎年続けていると、行くたびにさらにお年を重ねられ、そして姿が見えなくなる方が・・

という寂しさもあります。でも、そんな現実をちゃんと受け止めることが大事だと私は思います。

どんな人も死なない限り年をとり、そしていつか命の終わりを迎えるのです。だからこそ時間を大

切に、しっかりと生きなくてはいけませんね。幼いうちから（難しい理屈ではなく）この当たり前

の現実を知っておくことが大事なのです。今回も 100 才のお年寄りを前に怖がるお子さんもいま

した。当たり前ですね。無理もありません。でも‥慣れます。これに懲りずぜひ続けてご参加くだ

さいね。また、慰問では毎回参加された方々にアンケートをとっています。それを拝読するにつけ、

この教室を選んで来て下さる保護者の方々の意識の高さに感激しております。本当に頼もしく思い

ます。自分の事、目の前の私欲にばかり目を向けて、社会における責任や子どもたちにつないでい

かなくてはならない大切な未来の事を考えない大人が報道番組を賑わせている今日この頃です。だ

からこそ今、子どもを育てる大人が（産むとか産まないという事ではなく）しっかりと子どもを正

しい方に導かなくてはいけません。子どもは家庭で、そして社会で守り育てるのです。     今

年の慰問の際 100 才のおばあちゃまが私に向かって手を上げられたので、マイクをお渡ししまし

た。するととてもしっかりしたお声で「みなさん、どうか素敵に、健康だけは気を付けて大きくな

ってくださいね」と何度もおっしゃいました。そのお言葉に私はとても勇気づけられました。何と

いっても 100 才の方の言葉の重みはすごいです。今の私は自分が 100 才になった時のことは思い

描けませんが、参加した子ども達はもっとそうですね。でも生きていればみんな必ず 100 才にな

るのです。その時私もこの方のように子どもたちに言葉をかけられるようにと今から思います。  

3 月は年度末です。進級されるお子さんは期待を膨らませていることでしょう。4 月より発表会

の振付もスタートします。素敵な舞台になりますよう、心を合わせ全力で頑張りましょう！   

どうぞ皆さま来年度もよろしくお願いいたします。 

                 ミニーストーリーダンス代表 杉もとみな子 



＜広尾教室 5 月のスケジュールに関して＞ 

◆ゴールデンウィーク 

4月 29日（土）～5月 5日（金）のゴールデンウィークは事務所・スタジオ共にお休みです。 

【レッスンのお振替について】 

・木・金曜日クラスの方は 5月 4日（木）・5日（金）がお休みとなりますので、 

 5月分として 1レッスンお振替が可能です。 

→お振替ご希望の方は 4月 1日～6月 30日までのレッスンでお振替下さい。 

※お休みに入る前日の 18：00 までにご連絡頂いたメール・FAX は当日返信させて頂きますが、 

お休み期間中に頂いたご連絡の返信は翌営業日とさせて頂きます。ご了承ください。 

 

◆広尾教室保護者会  5月 15日（月）～5月 20日（土） 

 広尾教室見学日   5月 22日（月）～5月 27日（土） 

             ※カルチャーの保護者会は 6月に行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  4月のスケジュール  

広尾教室♡ 

 ■ 3 月 29 日（水）～4月 4日（火）は春休みのため、通常レッスン・事務所共にお休みです。 

 

 ■4月 29日（土）～5月 5日（金）はゴールデンウィークの為、スタジオ・事務所共にお休みです。 

・月曜クラスの方は 4月 3日、火曜クラスの方は 4月 4日、土曜クラスの方は 4月 1日・29日が 

お休みとなりますので、4月分として 1レッスンお振替が可能です。 

→上記お振替ご希望の方は 3月 1日～5月 31日までのレッスンでお振替下さい。 

   

■下記の日程でレッスン時に発表会プログラム用の写真を撮影しますのでなるべくお休みのないよう 

  お願い致します。詳細につきましては別枠でお知らせいたしますのでご確認ください。 

  ＜撮影日＞ 4月 10日（月）～4月 16日（日） 

東雲教室♡ 
■ 4月のレッスンは 3日、10日、17日、24日です。 

■ 4月 17日（月）のレッスン時に衣装の為の採寸とプログラムのための撮影を致します。 

葛西教室♡ 
■ 4月のレッスンは 6日、13日、20日、27日です。 

 ■ 4月 20日（木）のレッスン時に衣装の為の採寸とプログラムのための撮影を致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

広尾スタジオ 春のキャンペーン！ 

3 月 1 日（水）より「春のキャンペーン」がスタートしております！！ 

「MinnyStoryDance,」  「DreamparfaitStudio」 

全クラス ＊ 入会金￥5,000 

 

☆お友達を紹介して頂いた方に 1 レッスン無料チケットをプレゼント☆ 

（入会された場合のみ） 

 

是非、お友達にお声掛け下さい♪ 

宜しくお願い致します。 

 

＊尚 8 月に発表会を控えている為、5 月～７月までのご入会はお断りさせて頂く事となります。 

ご了承下さいませ。（パールクラス・英語ルビークラス・ローズクラス・タップクラスは除く 

 

◆ドリームパフェスタジオ◆ 

℡:03-5795-0132 

minny@dreamparfait.com 

 

 

 

 

 

 

～発表会に関する 4 月のスケジュール～ 

発表会に関する 4 月のスケジュールをお知らせいたします。 

ご確認の上、ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。  

 

◆広尾教室は追加レッスンについてのお手紙を配付しています(サファイア以上) 

◆東雲教室は 17日（月）、葛西教室は 20日（木）に発表会衣裳レンタルの為の、採寸を行います。 

採寸はレッスン前に行いますので、該当する方は余裕をもってお越しください。 

また、なるべくお休みのないよう、お願い致します。  

 

＊初めて発表会へ参加される方など、ご不明な点やご質問などございましたら、 

事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。  

◇◆ドリームパフェスタジオ◆◇ 

03-5795-0132 

minny@dreamparfait.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エスポワールメール 

ミニーストーリーダンスでは定期的に講師ミーティング、そして講師勉強会を行っています。ご存知

かとは思いますが、「ミニーストーリーダンス」は 28年前に 2才の長男のために私が作った教室です。

そして今日までたくさんの生徒さん、保護者の皆さまと出会い指導を続けてまいりました。一人ひと

りの個性を認め、歌や踊り、お芝居を通じて強く美しい「心とカラダの姿勢をつくる」教室として指

導法について試行錯誤してまいりました。怖がらせていう事をきかせるのではなく、自ら頑張ること

ができる事にこだわり、愛情をもって指導するこの指導法はミニーならではのものです。そのため指

導する講師には私から様々なことを伝え学んでもらいます。そして皆良い先生に育っていく・・・こ

れも私にとって大変嬉しいことです。生徒だけでなく講師もいつかきれいな自分らしい花を咲かせて

ほしいと思いながら講師やアシスタントの心にもミニーの種を蒔いています。 

3月までで退職するレナ先生も、この 3年半で素敵な先生に育ち故郷の福岡に帰りお教室を持つ予定で

す。きっと愛あふれる素敵な教室になるでしょう。淋しくはありますが楽しみでもありますね。 

「ララララ～ありがとう素敵な時を 🎶 あなたに出会えてよかった～～🎶」 

ウィンドブレーカーご購入のお知らせ 

当教室では毎年、オリジナルデザインのウィンドブレーカーを制作しております。 

発表会ではリハーサルや本番前など、待ち時間があるためその時にこのウィンドブレーカーが必要

ですので下記に該当される方はご購入くださいますのようお願い致します。すでにお持ちの方のお

申し込みも受け付けますので遠慮なくお申し付けください。 

 

＊該当者＊ 

・昨年はパールクラスでルビークラスに進級し、今回発表会に参加される方 

・昨年発表会に参加されていない方で今年の発表会に参加されるルビークラス以上の方 

・昨年度発表会後、新規にご入会いただいた方で、この度発表会に参加される方。 

 

デザインとしては昨年と同様、教室のロゴと 1人 1人のお名前を刺繍で入れさせて頂きます。 

教室にサンプルがございますので、ご覧になりたい方はスタッフまでお声がけください。 

 

 

 

 

詳細は後日、メールにてご連絡させて頂きます。 

 

 



 

教室のホームページ・ブログ・広告・facebook・YouTubeなどでレッスン風景や舞台の画像を 

載せることがございます。 

画像を載せる事に、不都合のある方は予め事務所までご連絡下さい。  

ご連絡のない方は、ご了承頂けている事とさせて頂きますので、ご承知おきくださいませ。 

ドリーム・パフェ・スタジオ 杉もとみな子 

プログラム用写真の撮影に関して 

4 月のスケジュールでお知らせ致しました通り、プログラム用の写真を撮影致します。 

 

＜撮影内容＞ 

① 個人顔写真  

・バレエクラスは飾りのないネットで各自きれいなお団子にしてきてください。 

 （男の子はそのままでけっこうです） 

・ヒップホップ、タップクラス、の髪形は自由です。 

・5 年、10 年対象者は期間内の所属クラスのレッスンに、お団子ではないお気に入 

りの髪形でいらしてください。撮影後こちらでお団子に致しますので、飾りのな 

いネット等必要なものをお持ちください。 

 

②  クラス集合写真 

   ・それぞれのクラスで集合写真を撮ります。やむを得ずお休みされる方は撮り直せない 

場合もございますのでご了承くださいませ。 

 

③  レッスン風景 

 

トゥインクルボックス（母の会）代表・副代表についてのお知らせ 

昨年度をもちまして、成冨里穂さんが副代表を退任されました。長年お世話になりまして 

心より感謝申し上げます。 

尚、引き続き下記の皆様に代表、副代表をお願いいたしますので、皆さまご承知おきください

ませ。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

代表：井上さやか（ガーネットクラス） 

 

副代表：朝倉聡子（エメラルドクラス） 

    上村里湖（サファイアクラス） 

                    ドリームパフェスタジオ 杉もとみな子 



 

トゥインクルボックス母の会 2016 年度決算報告 

いつもお世話になっております。 

トゥインクルボックス母の会よりお知らせです。 

2016 年度皆様よりお預かりしたお金についてご報告申し上げます。 

（歴代の母の会の皆様より引き継いでいる繰越し金も含んでおります。） 

今後も、毎年一度、年度末にご報告していく予定です。 

次年度も引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

【発表会】 

収入：発表会お花代（1000 円×78 名分）         ¥78,000 

支出：お花代                             ¥60,000 

  バルーン代                          ¥6,588 

  先生プレゼント代（ワイン・お菓子）     ¥11,696 

残高：                                              ¥-284 

 

【クリスマス会】 

収入：会費（子供 72 名、大人 50 名）               ¥158,000                              

支出：経費（お菓子、ビンゴ景品、備品等）    ¥153,586 

残高：                     ¥4,414 

【その他】                                       

収入： トゥインクルボックス母の会繰越金     ¥24,940                 

支出： NANAKO 先生出産お祝い代（バルーン） ¥3,456 

残高：                     ¥21,484 

【全体収支】 

 収入：  ¥260,940 

 支出：  ¥235,326 

残高：  ¥  25,614 

 

       トゥインクルボックス(母の会)   代 表   井上さやか 

                        副代表  成冨里穂 朝倉聡子 上村里湖 

                                  


