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公演活動・ダンスクラス＆ワークショップ・
ジュニア育成・国際交流

2002年、
Hernan Gomezと藤田真紀がアメリカ・ニューヨ

ークにアルゼンチンタンゴタンス教室としてTangoFever Studioを

オープン。2004年に帰国、6月に現在の熊本市内のスタジオをオー

プン。以来、熊本を拠点として、
アルゼンチンタンゴの普及に努め

る。2005年から毎年、生徒さんの発表会を開催、
また、
ゲストを呼ん
でプロのタンゴショーも開催している。
スタジオでは、
アルゼンチン

タンゴだけでなく、美容と健康のためのクラスや、春・夏・冬休みの

Dance Camp for Kidsなどの子供たちのためのプログラムなどの活

動も行っている。
その他、熊本県内において数々の小学校での学校

公演・病院公演を行っているだけでなく、
スタジオ内では、チャリテ

ィーショー等を開催し、
熊本で活躍する演奏家や他の分野のダンサ

ーとの交流の場としても利用してもらっている。国内外で活躍して
いるプロの講師を招いてのワークショップを主催したり、Hernanは

シンガポール・スペイン・ポルトガルなどに講師として出向いたり、
Makiは、
海外へ若いダンサーを連れて行き、
本場での体験をさせる

活動をしたり、いつでも海外とつながっていくことをモットーとして

いる。
２０１６年、
「Casa de arte カサデアルテ 芸術の家」
と名前を

変えて再出発を始める。

木

土

金

〜主宰者紹介〜

Hernan Gomez

アルゼンチンのブエノスアイレス
出身。アルゼンチン政府認定の学
校でタンゴの教育を受け、
タンゴダ
ンサーとしての証明書を取得。
その
後、
ブエノスアイレスで公演活動ま
たタンゴ教師として活躍。2000年にアメリカのニューヨークへ移住
後、藤田真紀に出会う。
その後、ニューヨークのタンゴフィーバース
タジオを拠点に活動。2004年、
日本へ移住。熊本でのタンゴ普及に
努めている。BodyTrainingのコーチや、
タンゴシューズ作りの講習
会なども開催している。

Maki Fujita

土

エアロタンゴ
タンゴキッズ
タンゴジュニア
10:00-11:00
12:30-14:00
17:30-19:00
アラインメントバレエ
アルゼンチンタンゴ
17:00-18:00
15:15-16:15
アラインメントバレエ
アラインメントバレエ
20:30-21:30
16:30-17:30

金
ミロンガ
20:00-23:00

YOGA
10:00-11:30

アルゼンチンタンゴ
20:30-21:30
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ランチ会
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アルゼンチンタンゴ アルゼンチンタンゴ
個人レッスン
C
(上級)
15:00-16:00
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日

YOGA
20:00-21:30

Body Alignment
11:00-12:30

ミロンガプラクティカ
14:30-16:30

YOGA
20:00-21:30

Time for English!
14:30-16:30

ミロンガプラクティカ
14:30-16:30
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第１週

第２週

第３週

第４週

Tango Fever Studio =
Casa de arte 芸術の家

熊本市出身。
４歳で熊本バレエ研究所にてバレエを始める。
１６歳
でドイツシュツットガルトに留学し、同バレエ団に入団。１９９１
年、
ニューヨークへ移住。
ペリーダンスセンター、
またブロードウェイ
ダンスセンターで、バレエの教師を務める。エルナンとの出会いを
きっかけに、
アルゼンチンタンゴをマスターし、
２００２年にニュー
ヨーク市にタンゴフィーバースタジオをオープン。
２００４年 日本
帰国、熊本にスタジオをオープン。熊本バレエ研究所の教師として
も活躍中。
BODY ALIGNMENTという自らのダンサーとしての経験を
活かしたエクササイズのワークショップを熊本や東京にて定期的に
開催している。

096-346-8158

www.casa-de-arte.co

熊本市中央区北千反畑町 1-9 古荘ビル１F

KidsClasses子どものクラス

AdultClasses大 人 のクラス
講師：Hernan Gomez & 藤田真紀

講師：Hernan Gomez & 藤田真紀

タンゴキッズ &タンゴジュニア

月謝（週1回 8,000円、
週2回 10,000円）

月謝（週1回）8,000円 (1時間半)
[就学前] 6,000円 (45分)

1クラス 3,000円

パートナーダンスで最も情熱的な踊りとさ
れるアルゼンチンタンゴ。クラスでは、タ
ンゴの基本を練習します。年 に１回の発
表会では、ステージタンゴを学ぶチャンス
もあります。
[サロンタンゴ] 動きも激しなく、ご年配
の方も、子供も踊れます。
[ステージタンゴ] ショーでお客様に見せ
るためのタンゴは、アクロバットが入った
華やかな踊りです。

子どもたちには、人前で自分を表現で
きる力をつけて欲しいと思っていま
す。アルゼンチンタンゴの踊りや歌、
アラインメントバレエ、演技の練習を
積み重ねいきます。

Summer, Winter, Spring Dance Camp for Kids!
講師：Hernan Gomez & 藤田真紀
1日5,000円、
5日 20,000円

講師：藤田真紀

月謝（月3回 4,500円） 1クラス 2,000円
タンゴのステップを学びながらシェイプアップをするために考
案したクラスです。少し運動不足かな...という方に最適！

アラインメントバレエ 講師：藤田真紀
月謝（週1回 6,000円） 1クラス 2,000円
ストレッチから始まるこのクラスは、バレエの基礎のエッセン
スを集めたようなクラスです。バランスが安定するので、身体
の使い方が自然に優雅になっていきますよ！

YOGAワークショップ 講師：安田智恵
1クラス 2,000円
（1時間半）
身体を動かす機会があまりない方でも、無理なく出来るクラス
です。智恵先生は、南インドのケララ州でティーチャートレー
ニングコースを受け、RYS200を取得されました。

BODY ALIGNMENTワークショプ

ミロンガとその他

Junior Education

アルゼンチンタンゴ

エアロタンゴ

Milonga and Other parties

講師：藤田真紀

[ワークショップ] 1回 3,500円 4回 12,000円 8回 22,000円
[個人セッション] 1回 8,000円 5回 35,000円 10回 60,000円
＊ワークショップ受講者２０％割引
健康のため、美容のための身体のメンテナンスを簡単なマッサ
ージやエクササイズを通して行います。身体の歪みがひどい
方、怪我のリハビリ、慢性の痛みなどにお悩みの方のために、
個人セッションも行っています。

学校が休みの時に、10時から15時まで開催しています。朝
からお弁当を持ってきて、クラスを一緒に頑張ります。4歳
から15歳までの子供たちを対象にしたプログラムで、
2009年から毎年行ってきました。

インターナショナルイベント
International Events

N Y C To u r
NYC Tour NYCへ行きませんか？NY在
住歴12年の私がご案内します。バレエク
ラス・タンゴクラスの受講、ブロードウェ
イの公演や、リンカーンセンターのバレエ
やオペラの公演鑑賞、ミロンガ、美術館・
博物館や各観光地訪問など...

Ar ge ntine To u r
アルゼンチンツアー。
ブエノスアイレス出身のHernanがご案内します。

海外留学サポート
海外へ留学してみたい方、ダンス・音楽・語学など、自分の目
的に合った受け入れ先のご紹介や手続きのサポート。英語圏、
スペイン語圏、ドイツ語圏OKです。

Tim e fo r E nglis h
国際的に活動を広げたい人たちに必須なのは、英語力です！何とか
会話をつなげていけるように、English Only時間を作りませんか？
第3日曜日14:30−16:30
参加料：1,000円
（2時間） 外国人500円 飲み物とお菓子付き

M i l on g a
参加料は1,000円
（1ドリンク付き）
アルゼンチンタンゴのダンスパーテ
ィです。月1回、ドレスアップし
て、アルゼンチンの音楽とワインに
酔いながら、タンゴを踊る会です。

Milonga Practica
第2、4日曜日 14:30ー16:30
お菓子付き)
参加料：1,000円(飲み物、
アルゼンチンタンゴダンス練習会です。生徒さん同士で教え合い
ながら練習していただきます。タンゴ経験者3年以上の方にお薦
めしています。

Party for everyone!
第３土曜日 20:00 - 23:00 月1回、
スタジオを開放します!
1ドリンクミニマム(500円)
入場料無料のパーティーです。どなたでも参加できます！

第4木曜日 10:00〜
■参加料：2,000円
（cook & eat）、1,000円
（eatのみ）
＊材料費別、予約のみ。
飲み物代500円でリミットなし
（ソフトドリンク、
コーヒーなど...）
お料理教室も兼ねたランチ会です。Hernanがアルゼンチンの家
庭料理を伝授します。

Shoes Making
講師：Hernan Gomez
■デザインクラス 6クラス
サンダルのデザインを学びます。追加料金
で、シューズを作ってお渡しします。

■デザイン&制作クラス 30クラス
デザインを学びます。カットを学びます。
縫いあわせを学びます。後ろと前を合わせ
ます。底とヒールをつけます。仕上げをします。
最初のシューズは、無料でお渡しします。
２足目からは、材料費と道具使用料（自分用）

