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桜の時期が過ぎ、あちらこちらでツツジのお花が目を楽しませてくれています。
あっという間に時が流れていきますね。
３月末の春合宿からもひと月が過ぎました。今年も４１名の大家族！！大自然のなかでたくさんレッ
スンして、みんなでお風呂に入って水族館にも行ってきました！みんなで過ごすって本当に楽しいで
すね。終わって３日間くらいは子どもたちの笑い声や可愛いおしゃべりが懐かしく思い出されて少し
淋しいほどでした。きっと参加されたお子さんもお家に帰っていろいろご報告されたことでしょう。
今年はガーネットクラスのお姉さん達の優しく頼もしい気配りが素晴らしく、経験の積み重ねの大切
さを感じました。さすがミニーで育ったお姉さん達です。そこに続く妹たちの成長も楽しみです。
さて新学期が始まり、４月はどのクラスでもワクワクドキドキ！良い意味での緊張感が溢れていま
した。進級されたお子さんだけでなくひとつずつ大きくなったお姉さん達も、妹たちの熱い視線を浴
びてドキドキワクワクとても頑張っていらっしゃいます！
そんなご様子を拝見している私たちスタッフもワクワクですよ～～ヽ(´▽｀)/4 月はいいですね～。
クラスの内容は基本に戻って３月に比べるとゆっくりペースになっていますが、７月に発表会をひか
えているので、早速作品の振り付けがスタートしております。
教室に入られてまもないお子さんは、日曜日の追加レッスンで驚かれていることでしょう。
普段のクラスは少人数ですが、追加レッスンともなるとかなりの大人数です。
そして短時間で振り付けを進めなくてはいけないので、いつもは優しい先生方も少々厳しい口調で指
示を出しています。でも大丈夫 o(^▽^)o 怒っているわけではありませんよヾ(*´∀｀*)ﾉ
先日のルビークラスの振り付けでは、順番を待っている間に爆睡してしまったお子さんもいらっしゃ
いました～～。年少さんなのできっと一週間幼稚園で頑張っていらしたのですね。そのまま寝かせて
あげようとお布団を出しましたが、抱っこするとパチっと目覚めてしっかり踊っていらっしゃいまし
た～～！サファイアクラスも振り付けで２時間頑張りました！！緊張と疲れで最後の方はぼ～っとし
てきましたが一人も挫折することなくがんばれたのは本当にすごいことです！！大舞台に立つために
はここから数ヶ月、疲れていても笑顔で背筋を正して頑張らなくてはいけません。
そして１０００人近いお客様にご覧いただくのです。一人ひとりが大切な出演者であり仲間です！
毎年そうですが本番を終えた時に得ることが出来るのは、他では得られない素晴らしい達成感と、強
く美しく成長したお姿です。大変なこともあるかと思いますが乗り越えた時に得るものも大きいので
す。どうぞご家庭でのサポートを宜しくお願い致します。何かご心配なことがございましたら遠慮な
く事務所までご連絡ください。
５月には各クラスで保護者会を開きます。その際にも詳しく発表会に関するお話をさせて頂きますが、
クラスのご様子などもお伝えいたしますので発表会に参加できない方もご参加くださいね。
ご存知のとおり「ミニーストーリーダンス」には２歳～15 歳の生徒さんが通っていらっしゃいます。
私はこの 31 年間、その年齢のたくさんの生徒さんを拝見してまいりました。そしてその間に我が子
も 2 人育ててまいりました。年に２回の保護者会では、指導者としての立場から、また母親としての
経験から子育てに関するお話もさせて頂いております。各年齢で親御さんに大切に考えて頂きたい、
子育てのお話です。ぜひご参考にして頂けましたら幸いです。
皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。

ミニーストーリーダンス代表

杉もとみな子

5 月のスケジュール
全教室

♡

■5 月 13 日(月)～17 日(金)は発表会経費納入期間です。
発表会経費を分割にてお申込みの方は指定金額をお支払いください。
■5 月 13 日（月）～18 日（土）の通常レッスン時、発表会プログラム用クラス写真の撮影をいたします。
お休みされた方がいた場合にも、基本的に撮り直しは致しませんのでご了承ください。
■発表会本番用タイツ/シューズのお申込み締切がございます。
発表会へ参加される方は配付しておりますお手紙をご確認の上、必ずお申込いただきますようお願い致します。
※各教室により、締め切りが異なりますのでお間違えのございませんようお気をつけください。

広尾教室

♡

■4 月 28 日（日）～5 月 6 日（月）はゴールデンウィークの為、通常レッスン・事務所共にお休みです。
(発表会追加レッスンはお知らせした通り行います）
●月曜日（6 日）
・土曜日（4 日）分はお振替が可能です
→5 月分お振替ご希望の方は 6 月 30 日までのレッスンでお振替ください。
■5 月の大型連休に伴い、5 月分お月謝のお引落し日が下記の通り変更となりますのでご承知置きください。
【 4 月 27 日 → 5 月 7 日（火） 】
■ 5 月 8 日（水）は事務所の営業を 14：00～18：00 とさせて頂きます。また、その為この日の
朝のローズクラスは休講とさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。
■ ５月 7 日(火)～13 日（月）は保護者会週間です。翌週は見学週間になります。

豊洲教室

♡

■5 月のレッスンは 11 日、18 日、25 日です。
●4 日分はお振替が可能です
→お振替ご希望の方は 6 月 30 日までの広尾教室のレッスンにてお振替ください。
■5 月の大型連休に伴い、5 月分お月謝のお引落し日が下記の通り変更となりますのでご承知置きください。
【 4 月 27 日 → 5 月 7 日（火） 】
■5 月 25 日（土）のレッスン時間内で保護者会を行います。６月 1 日（土）は見学日になります。

東雲教室

♡

■5 月のレッスンは 13 日、20 日、27 日です。
■5 月 20 日（月）のレッスン時間内で保護者会を行います。5 月 27 日（月）は見学日になります。

葛西教室

♡

■5 月のレッスンは 9 日、16 日、23 日、30 日です。
■5 月 23 日（木）のレッスン時間内で保護者会を行います。5 月 30 日（木）は見学日になります。

LINE アカウントについて
皆様、教室の LINE アカウントはご登録いただいておりますでしょうか。
お知らせ専用ですので、お休みやご相談等のやりとりは出来ませんが、
ほとんどのお知らせを LINE からお送りしております。
これから発表会が近くなって参りますと、お知らせも増えてまいりますので
必ずご確認下さいますよう、お願い申し上げます。
LINE の登録 ID がご不明な方はお問い合わせください。
どうぞ宜しくお願い致します。

HipHop 講師に関するお知らせ
現在 HipHop クラスの指導を担当しております諸星美紗先生がお仕事の都合で
7 月の発表会をもちまして退職することになりました。
後任には下記 2 名の講師が決まっております。
引き継ぎを兼ねまして 5 月より各クラスのアシスタントにつきますので
どうぞ宜しくお願い致します。
＜新講師＞
キッズヒップホップ（木曜クラス）
☆ FUTABA

高校生から本格的にダンスを始め、東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校を卒業。ジャンルは
HIPHOP を中心に、ジャズ、R&B、GirlsHIPHOP 等。アーティストのコンサートやミュージックビデ
オ、テレビ出演の際のバックダンサー、ドラマ・CM エキストラなどの経歴をもつ。

ヒップホップ（月曜クラス）
☆ Andy

ダンスの専門学校入学と同時にダンスを始める。幼少期から水泳、柔道、陸上、野球等様々なスポーツ
に携わり、それを活かしたパワフルな踊りをする。アーティストのバックダンサーや CM 等多数出演。
ダンスはヒップホップ、ジャズ、ポップ、R&B 等ジャンルレスな踊りをする。

＜広尾教室/豊洲教室/東雲教室/葛西教室

保護者会及びレッスン見学日のお知らせ＞

下記の日程で春のクラス保護者会を行います。各クラスのレッスン中に、広尾教室は事務所、
カルチャークラブは別室・または更衣室にて行います。
※豊洲教室は決定次第ご連絡いたします。
当日は教室代表杉もとみな子、担当講師より、発表会に関するお話やレッスンのご様子、お子様についてのお話
などをさせていただく予定です。普段のレッスンでは保護者様となかなかお話しする時間もございませんので、
発表会に参加される方はもちろん、参加されない方も万障お繰り合わせの上必ずご参加ください。ご質問などご
ざいましたらこの機会に承ります。
尚、出席の難しい方は事務所まで必ずご連絡をお願い致します。
また、「ミニーストーリーダンス」では通常保護者様の見学をお断りしておりますが、年２回春と秋の指定日
にご見学頂くことができます。下記指定日に是非お子様のご様子をご覧ください。
■広尾
保護者会：

5/7（火）～5/13（月）

見学週間：

5/14（火）～5/20（月）

■豊洲
保護者会：

5/25（土）

見学会

6/1（土）

：

■東雲
保護者会：

5/20（月）

見学会

：

5/27（月）

保護者会：

5/23（木）

見学会

5/30（木）

■葛西

：

＜ご見学の際の注意事項＞
・絶対に私語を慎み、レッスンの妨げになるような行為はおやめ下さい。
・普段と異なる状況に、お子さまはとても緊張されています。にこやかなお顔、温かいまなざしで見守り、
応援してさしあげてください。
・どのお子さんも一生懸命レッスンに励まれています。他のお子さんと比べたり、
やる気をそぐようなお言葉かけは、決してなさらないでください。
・レッスン中のビデオ・写真撮影はご遠慮ください。（レッスン前後でしたら構いません）
・途中入退室も可能ですが、お子さまの気が散らないようご配慮くださいますようお願い致します。

トゥインクルボックス（母の会）2018 年度収支報告
トゥインクルボックス代表、副代表の皆様より収支報告をお預かり致しましたので
ここにご報告させて頂きます。ご確認の程宜しくお願い致します。

【発表会】
収入：108,000 円（1,000 円×108 名）
支出： 95,781 円（お花・バルーン代、先生プレゼント代）
残高：12,219 円
【クリスマス会】
収入：157,500 円（子供 77 名、大人 42 名）
支出：162,801 円（お菓子、お茶、ビンゴ景品、備品等）
残高： -5301 円
【全体収支】
収入：265,500 円
支出：248,582 円
残高： 6,918 円
トウィンクルボックス母の会繰越金：40,600 円
2018 年度残高：47,518 円
トゥインクルボックス 代表
副代表
副代表
副代表

井上さやか
朝倉聡子
上村里湖
佐藤清美

お願い
① 通常レッスン時や発表会追加レッスン時には必ず水筒をご持参ください。
② 今後発表会の追加レッスン等、大人数でのレッスンが増えてまいりますので、
持ち物、衣類には必ず記名をお願いいたします。
③ 送迎の際のお車（停車）につきまして、必ずお近くのパーキングに駐車するなど、
近隣の方のご迷惑になりませんようご配慮ください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

エメラルドクラス

トゥシューズについて

トゥシューズテストに合格して初級レベルになっていても、本番でトゥシューズを履いて踊れるかど
うかはまた更にその状況を拝見して講師が判断致します。
トゥシューズで立って踊るためにはそれに必要な強い体とバレエの基本が身についていないと
危険なのです。もって生まれた体の条件も大きく影響しますが、とにかくレッスンを積み重ねて
必要な筋力とテクニックを学ぶしかないのです。これは簡単なことではありせんが、だからこそ素敵な
のです。普通に人には出来ない大変なことなのです。焦らずきちんと努力を重ねてください。
それから、クラスの時間にも担当講師がご説明致しますが、トゥシューズはある程度使用すると
柔らかくなり買い換える必要があります。（つぶれると言います）一足をつぶすまで履いて、次に新品
を慣らすより、２足、３足を回して履く方が結局シューズも長持ちして、足にも良いでしょう。
また、ブログにも書きましたが、本番用を買って慣らし、練習用と分けなければいけません。
詳しくはまた保護者会でもご説明いたします。

エスポワールメール
今月は元号が「平成」から「令和」に変わりますね。
５月 1 日の午前０時ということは、４月 30 日の夜ですね。
さてさて、みなさまはどのように迎えますか？
お正月ではありませんが、新しい元号の幕開け！！
やはり「かんぱ～～～～い！！」という感じでしょうかヽ(´▽｀)/
「昭和」から「平成」に変わったのは長男が 1 歳の時でした。
その日の新聞を広げて、亡夫と長男と３人で撮った写真が残っています。
巷では「平成」を振り返りいろいろな番組や記事などが見られます。
本当に災害の多かった時代ですね。
そしてコンピューターやインターネット、携帯電話が普及して、
世の中の流れが大きく変化しました。
それとともに人間関係のありかたも変わりましたね～。
おそらくこれまでも、時代が変わると共に得ることや失うことが
いろいろあったと思います。
これから始まる「令和」はどんな時代になるのでしょう。
何はともあれ、私は心から願います。
どんな世の中になったとしても、子どもたちが安心して
健やかに育つことができますように。
そして人々が人間らしく平和に暮らしていけますように。
「令和」の幕開け
とりあえず、２歳と０歳になる２人の孫と一緒に
写真を撮ろうと思っております o(^▽^)o

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

