
RADA舞踊学校!!“3Days”
お陰様で RADAも３周年！沢山のカラダとの出逢いの場になっている studio RADAの夏の舞踊学校！

こんな場所にこんなスタジオが！？と隠れ家的なとっても駅近な空間です。

コンテンポラリー、バレエ、ボデイワーク、アルゼンチンタンゴと、今回は面白い座学やワークショップも目白押し！

ぜひこの機会楽しい時間をご一緒に。お見逃しなく！

見つめる、見つける。自分と出会う。“知りたい身体、知らない身体”

2017 Summer / 11-13 Aug.
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8/11 [FRI•祝 ] 8/12 [ SAT ] 8/13 [SUN]

10:00-11:00 / ヨガ①

朝のリラクゼーション・ヨガ
伊藤麻希

11:10 -12:10  / ヨガ②

ヴィンヤサ・フロー・ヨガ
伊藤麻希

12:30 -14:15 

コンテンポラリーダンスの
音響について①
林あきの

14:30 -16:00

カラダの座学
荒木靖博

18:30 -20:30  / コンテンポラリー

動きのワークショップ
森川弘和

16:15 -18:00  / コンテンポラリー

身体を味わう
岩渕貞太

10:30-12:00 / コンテンポラリー

１つの身体、
たくさんの身体
村本すみれ

12:15-13:30 

ジャイロキネシス
今津雅晴

13:45 -15:15 / バレエ [入門 ]

考えるバレエ
大江麻美子

15:30 -16:45 / バレエ [初級～]

身体の風通しを良くする
バレエクラス
赤木はるか

17:15 -18:45

コンテンポラリーダンスの
音響について②
林あきの

10:30 -12:00  / バレエ

骨盤／坐骨
関かおり

12:30 -14:00 / コンテンポラリー

密やかな人
白神ももこ

14:30 -16:00 / コンタクトワーク

猿になる
手代木花野 &菅彩夏

16:20 -17:30  / アルゼンチンタンゴ

初めてのタンゴ

19:30 -23:00 / アルゼンチンタンゴ

RADA３周年ミロンガ

R A D A３周年記念



１クラス

各クラス参照

ヨガ ①＋②

3,500 yen

３クラス割引

－500yen

音響ワークショップ学割

1,500yen / ①＋② 2,000yen

@studioRADA@StudioRADA

Ticket

半蔵門線／銀座線 「三越前」駅

B5 出口徒歩 1分

銀座線／東西線／浅草線 「日本橋」駅

B9 出口徒歩 3分

東京都中央区日本橋室町 1－1－5

日本橋ビル 4F 

studio RADA www.studiorada.com

Access ご予約・お問い合わせ

info@studiorada.comemail.

ご予約は、お名前・お電話番号・ご希望のクラスをご明記の上、

返信を受信できるアドレスにてメールを送信ください。

３日以内に返信するメールをもちましてご予約確約とさせていただきます。

各クラス定員あり。要予約。

関かおり

バレエ『骨盤／坐骨』

プリエでもルルベでも、タンジュでも、いつも安定させておきたい骨盤の位置などを

チェックしつつ、アダージョからアレグロまで、どんどん動く。ということに

挑戦したいと思います。

白神ももこ

コンテンポラリー『密やかな人』

密やかに存在しつつ意志を出したり心振るわしたり。いなくても良いけどいたら良い人。

舞台美術や裏方のように存在しながら人と空間に寄り添い踊ることを選択してみます。

手代木花野 &菅彩夏
コンタクトワーク『猿になる』

普段の生活では、手は "モノを掴む "、足は "地面を踏む "と役割分担されていますが、

このクラスでは、手足それぞれの役割を曖昧にし、4 本足として猿のように四肢を

使ってみましょう。

アルゼンチンタンゴ『初めてのタンゴ』　

究極のコンタクトワークであるアルゼンチンタンゴ。色っぽい舞台のイメージが強い

かもしれませんが、その実際はリードする人、フォローしていく人に役割が分かれる

完全な即興のダンス。初めて出会った人たちが音楽を共有しながら踊りを紡いでいける

とても素敵なダンスです。この機会にぜひ体験してみてください！

Sumire&TAMAI
アルゼンチンタンゴ『RADA３周年ミロンガ』　
タンゴを踊り合う人たちが集まり、お酒や軽食をしながら音楽やダンスを楽しむ

パーティです。RADA のカジュアルなミロンガ、ぜひ覗いてみては？

Sumire&TAMAIのパフォーマンスあり。

伊藤麻希

ヨガ ① 『朝のリラクゼーション・ヨガ』
週末土曜日をスッキリ・エネルギッシュに過ごせるよう、疲れで固くなった筋肉を深い

呼吸とともに気持ちよくほぐして伸ばしていきます。普段の生活では動かしきれて

いない深層の筋力も使って動いてみましょう！

伊藤麻希

ヨガ ② 『ヴィンヤサ・フロー・ヨガ』
ヴィンヤサフローヨガは肉体の強化、柔軟性、集中力を高めるのに適しています。

ダンスにも似たダイナミックな動きの連続によって体内に熱を作り出し、発汗により

身体に溜まった老廃物を排出していきます。筋力アップも期待できます！

※リラクゼーションヨガとヴィンヤサフローヨガの連続受講も可能です。ぜひ自分に

向いているヨガを見つけるきっかけになさってみてください！

林あきの

『コンテンポラリーダンスの音響について① ② 』
ジョン・ケージが言うところの「ダンスと音楽が独立しているということ」を、ダンス

と音響の両面から探るワークショップです。ダンスと音楽は、気を抜くとすぐに蜜月

の仲になってしまいます。互いが互いの足で立ち、寄りかかることのない、主導権が

あいまいな、抜き差しならない関係になるために、音楽のリズムや音質に意識を傾けて、

身体の動きがよく見えるようにするための音の作用について考えます。

荒木靖博

『カラダの座学』

解剖学を使って自分の身体をもっと知る。 頭の中の体の地図と実際に動く自分のカラダ

には少しズレがあります。 頭と首、肩と腕、胴体と脚など、目で見て触れて動かして

地図と実際の違いを埋めていきます。 無駄な動きや抜けない力、クセになった使い方

から離れるために、自分を感じて知りましょう。 アレクサンダー・テクニークの手法

も交えながらお伝えします。力が抜けない、楽に踊りたい、身体の仕組みをしりたい、

指導をしている人にも知ってもらいたい内容です。

岩渕貞太

コンテンポラリー『身体を味わう』

筋肉的な強さや筋を伸ばす柔らかさとは違う「強さ」や「柔らかさ」、しなやかで力強い

身体を作るためのオリジナルのメソッドをご紹介します。自分自身の身体の感覚を

存分に味わっていただけたらと思います。

森川弘和

コンテンポラリー『動きのワークショップ』

森川独自の練習や考え方に触れ、体の可能性と面白さを発見していきます。スタジオ

RADAでおこなっている練習からいくつかを抜粋したオムニバスな内容です。振付け

はナシ。自分の体や感覚、他者との関わりを存分に使って、探求と研究をしましょう。

ダンサーの方も全くダンスをしたことがない方も、それぞれの体に気づき高めていく

きっかけにしてください。

村本すみれ

コンテンポラリー『１つの身体、たくさんの身体』

自分の身体一つとっても重心って？軸って？疑問がたくさんです。自分の身体を１つ

として扱ってみること、はたまた分解して意識してみること、もしくは相手と一緒に

動いてみることをやってみます。

今津雅晴

『ジャイロキネシス』

ジャイロキネシスは、身体を整え動きやすくするボディワークです。日常生活でついた

凝りや張りを軽減させ、美しい身体を保つためのボディーコントロールをしていきます。

初心者の方でも無理なく動けて、普段使っていない筋肉なども使っていきます。関節

に負担をかけずに動く事の出来るようにプログラムされていますので、どなたでも

ご参加頂けます。ぜひ動きやすい身体を実感してください。

大江麻美子

『考えるバレエ』[ 入門 ]
大人のためのバレエ入門クラスです。とにかく動いて身体で憶えるのもひとつのやり方

ですが、まずは丁寧に理解してから動いてみます。ストレッチからバーレッスンへ

ゆっくりクラスを進めていきます。

赤木はるか

『身体の風通しを良くするバレエクラス』[ 初級～ ]
パの組み立て方を理解し、無駄のない動き方のコツをお伝えします。レッスンを通して

自分の身体と向き合い、バレエの楽しさを体験していただきたいと思います。バレエ

の習得レベルは問いませんが、少しでもバレエレッスンをされたことがある方を対象

とします。
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レッスン参加者は 500円

セット料金 3,500円


