
お問い合せ ・ ご予約 

スタジオ 「 アルマ ・ デ・ フラメンコ 」 大阪校  
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-30 内外ビル     
tel：06-6631-7390  
e-mail：flamenco@spainkikaku.com  
  

https://almadeflamenco.com/https://almadeflamenco.com/ 

 

近鉄あべの橋 

ハルカス 

ドン 

キホーテ 
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ビル 

アポロ 
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大阪メトロ天王寺5番出口 

 

大阪市立大病院 

Estudio  

Alma de Flamenco 

 

Q’small 

 

天王寺駅 
APA 

ホテル 

フラメンコを始めるなら 

アルマ・デ・フラメンコで！ 
春の入会キャンペーン詳細はホームページにて 

ご確認ください。 

ワンコインで！ 

 日にち 2019年  

 ４月 １３日 土曜日 

 時 間 １５：１５ ～ １６：１５ 
 レッスンとその後のみんなでティータイム！！ 

 お誘い合わせのうえご参加ください♪ 

 料 金 \５００- *１ﾄﾞﾘﾝｸ付 
 

 特別講師  

 Ｄｉｅｇｏ Ｆｅｔｅｃｕａ （ﾃﾞｨｴｺﾞ ﾌｪﾃｸｱ） 
  

 サポート講師 

 三代智慧 
Vamos a bailar  Flamenco ！！ 

フラメンコを踊ろう！！ 



 

ご予約 ・ お問合せ 

有限会社 スペイン企画 
e-mail flamenco@spainkikaku.com   

tel  06-6631-7390 freedial 0120-036-810 
 

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-30 内外ビル   

 

天王寺駅 

地下鉄天王寺駅⑤番出口 

地下鉄 

⑤番出口 

大阪市立 

大学病院 

アポロビル 

市立大学前 

バス停 

ルシアスビル 

 

 

Tablao   

VIERNES FLAMENCO 

近鉄デパート 

 

ご予約受付中です！ 

2019年 4月 27日 土曜日                                                                                  

◆Open 18 : 00  
◆Start  18 : 30  

◆Charge（会員・一般一律）￥3,000 ＊1ﾄﾞﾘﾝｸ付  

  

http: //www.spainkikaku.comhttp: //www.spainkikaku.com 

バイレ 最終出演！         

Diego Fetecua 
ﾃﾞｨｴｺﾞ･ﾌｪﾃｸｱ 

ゲスト バイレ！         

Ｌａｌｉａ Lefebvre 
ﾗﾘｱ･ﾚﾌｪﾌﾞﾚ バイレ 

長嶺 晴香  

トケ 
中山 充 

タブラオ「ビエルネス・フラメンコ」 

ゲスト カンテ！         

Maria Portillo 
ﾏﾘｱ･ﾎﾟ ﾙﾃｨｼﾞｮ 

バイレ 
三代 智慧   

トケ 
吉川 哲夫 



お問い合せ スタジオ 「 アルマ ・ デ・ フラメンコ 」 大阪校  
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-30 内外ビル     
tel：06-6631-7390  
e-mail：flamenco@spainkikaku.com   http://www.spainkikaku.comhttp://www.spainkikaku.com 

Cante  マリア・ポルティージョ 
Toque 中山 充 
Palma ディエゴ・フェテクア   
      ⻑嶺 晴香  三代 智慧 

ゲストカンテ 

Maria Portillo 

昼公演 
 

 出演者 

川﨑 絢子 村上 尚美 前田 香菜恵 戎屋 直子 岡田 あかね 髙橋 檀 

夜公演 
 

 出演者 

酒井 直子 大道 恵子 美濃 多恵子 益倉 千佳子 橋本 真子 矢倉 和惠 

〜 スタジオライブ「タブラオ・デ・アルムナス」 〜 

2019 Primavera 2019 Primavera 2019 Primavera 4月 28日 （日）   

Tablao de Alumnas Tablao de Alumnas Tablao de Alumnas    
昼公演 開場 13：00 開演 13：30 ／ 夜公演 開場 17：30 開演 18：00 

会 場 スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」 2F ＊全自由席 
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昼公演  
1. セビジャーナス オープニング 全員 
2. バンベーラ 川﨑 絢子    
3. タンゴ・デ・マラーガ 村上 尚美 
4. ソレア 前田 香菜恵 
5. ハレオ 戎屋 直子 
6. グアヒーラ・イ・コロンビアーナ  
  岡田 あかね  髙橋 檀 
7. ブレリア フィン・デ・フィエスタ 全員 

夜公演  
1. セビジャーナス オープニング 全員 
2. ペテネーラ 酒井 直子 
3. タンゴ・デ・マラーガ 大道 恵子 
4. ソレア 矢倉 和惠 
5. カンティーニャス 益倉 千佳子 
6. ティエントス 橋本 真子   
7. シギリージャ 美濃 多恵子 
8. ブレリア フィン・デ・フィエスタ 全員 



辻中 敏子 大久保 知穂 

お問い合せ スタジオ 「 アルマ ・ デ・ フラメンコ 」 大阪校  
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-1-30 内外ビル     
tel：06-6631-7390  
e-mail：flamenco@spainkikaku.com   http://www.spainkikaku.comhttp://www.spainkikaku.com 

ゲストカンテ 

Maria Portillo 

昼公演 
 

 出演者 

夜公演 
 

 出演者 

〜 スタジオライブ「タブラオ・デ・アルムナス」 〜 

2019 Primavera 2019 Primavera 2019 Primavera 4月 29日 （月・祝）   

Tablao de Alumnas Tablao de Alumnas Tablao de Alumnas    
昼公演 開場 13：00 開演 13：30 ／ 夜公演 開場 17：30 開演 18：00 

会 場 スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」 2F ＊全自由席 
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亦野 千早香 小久保 智子 熊野 比砂子 

北村 多幾子 宇都 啓子 

Cante  マリア・ポルティージョ 
Toque 中山 充  
Palma ディエゴ・フェテクア   
      ⻑嶺 晴香  三代 智慧 

昼公演  
 

1. セビジャーナス オープニング 全員 
2. ソレア 亦野 千早香    
3. ペテネーラ 小久保 智子 
4. グアヒーラ 大久保 知穂 
5. ソレア 辻中 敏子 
6. ペテネーラ 熊野 比砂子 
7. ブレリア フィン・デ・フィエスタ 全員 

夜公演  
 

1. セビジャーナス オープニング 全員 
2. タンゴ・デ・マラーガ 草薙 友貴 
3. ロンデーニャ 酒井 直子 
4. グアヒーラ ⻄川 貞代 
5. カンティーニャス 宇都 啓子 
6. ペテネーラ 北村 多幾子   
7. ブレリア フィン・デ・フィエスタ 全員 

草薙 友貴 酒井 直子 ⻄川 貞代 


