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PRESS RELEASE                    

2021年4月27日 

ホテル日航つくば 

 

～Hotel Nikko Tsukuba～ 

 

『～真夏の夜の夢～ 華麗なるフラメンコの夕べ Vol.2』 を開催 
 

【開催日】2021年 7月 18日（日） 

【時  間】受付 16:00～／ディナー 17:00～／ショー 19:00～ 

【料  金】一般 ￥14,000  One Harmony会員 ￥13,000 

■ One Harmony会員先行受付  5月 10日（月）10時～5月 16日（日）18時迄 

■ 一般チケット販売 5月 17日（月）10時より 

 

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市吾妻 1-1364-1、総支配人：髙田浩）は、2021年 7月 18日（日）に 

『 ～真夏の夜の夢～ 華麗なるフラメンコの夕べ Vol.2』を開催いたします。 

ダイナミックで力強く、キレのある踊りで人々を魅了するフラメンコ。日本のフラメンコ界をリードするダンサー浅見純子

率いるアミーゴスが、“ESTRELLA（エストレーラ ※スペイン語で星の意味）”をテーマに、満点の星々をフラメンコの

出演者に例えて、彼女たち自身をモチーフに各ステージを創り上げます。情熱的でエネルギッシュに満ちた華麗なる

フラメンコステージとホテル日航つくばとの一夜限りの夢の饗宴を、オリジナルスペインディナーと共にご堪能ください。 

 

開催当日は新型コロナウイルス感染症対策として、会場入口での検温とマスク着用の確認、アルコール消毒を行って

いただいてからのご入場となります。また、3 密を回避するため、食事会場とショー会場を分け、各会場では席の間隔

を十分に配慮した配席と、定期的な換気及び、什器備品等の消毒を実施して安心・安全を徹底して参ります。 

なお、ショー会場「昴の間」においては、最大収容人数 700 名のところを、１ステージ 60%減の 280名に制限して開催

いたします。 

 

〈開催概要〉 

【タイトル】 ～真夏の夜の夢～ 華麗なるフラメンコの夕べ Vol.2 

【開催日】 2021年 7月 18日（日） 

【時間】 受付 16：00／ディナー 17：00～18:30／ショー 19：00～20:00 

【会場】 ホテル日航つくば 別館 1階 昴の間 

【料金】 一般 ￥14,000／One Harmony会員 ￥13,000 

※料金には、料理、フリードリンク、消費税、サービス料が含まれます。 

※チケット発送にかかる事務手数料として 1回のお申込みにつき別途 500円を頂戴いたします。 
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●One Harmony会員特典として、会員優待料金にてお求めいただけます。 

※チケット申し込み時のご入会も適用となりますが、事前にご入会いただくとチケット予約がスムーズです。 

【出演】浅見 純子／福山 奈穂美／正木 清香／伊集院 史朗／市川 幸子／デラフエンテチャベス由香／エル・プ

ラテアオ／フェルミン・ケロル 

【協力】 スペイン政府観光局  

 

【ご予約方法】 電話受付のみ（Tel.029-853-8055）  

■ One Harmony 会員先行受付：5 月 10 日（月） 10時より 

■ 一般チケット販売：5月 17日（月） 10時より  

【支払いについて】 

・チケット代のご入金は全て銀行振込（振込手数料はお客様ご負担）とさせていただきます。 

・チケットのお渡しは振込確認後、全て郵送（6月中旬以降）となります。 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・ディナーとショーは会場が別となります。全席指定、食事会場は相席となります。 

・座席は当日受付でご案内いたします。 

・ご入金後のキャンセルにつきましては返金いたしかねます。 

・乳幼児、未就学児童の参加はご遠慮ください。 

 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

・ホテルへの各入口では検温とマスク着用の確認、アルコール消毒を行っていただいてからのご入場となります。 

・受付前にも再度検温を実施いたします。なお、37.5 度以上または体調不良の方は入場をご遠慮いただきます。 

・館内の不特定多数のお客様が触れる箇所では、医療現場でも使用されている「Dr. CLEAN」を使用し毎日除菌

を行っております。 

・3密回避策として、食事会場とショー会場を分けて開催いたします。 

・各会場の換気は宴会場の空調システムで外気を取り入れての循環の他、航空機や新幹線等で使用されている

プラズマクラスター空気清浄機を設置いたします。 

・飛沫感染防止策として、食事会場では隣の方との間に、クリアータイプのパテーションを設置いたします。 

・ショー会場「昴の間」においては、最大収容人数 700名のところを 60%減の 280名に制限して開催いたします。 

・ホテル入口や会場付近にはアルコール消毒液を設置しております。 

・公演中はマスク着用をお願いいたします。 

・公演中の歓声、出演者へのお声がけはご遠慮ください。 

 

【出演者】 

● 浅見 純子 （フラメンコダンサー・振付家） 

AJ-Flamenco COMPANY 主宰 

1999 年 日本フラメンコ協会新人公演ソロ部門奨励賞受賞、2003 年 第１回 CAF フラメン

ココンクール・ソロ部門入賞、グループ部門 Las Chispas 審査委員特別賞受賞、2009 年 

スペイン国家舞踊賞受賞など受賞歴多数。日本国内はもとより本場スペインでも数々のス

ペイン人アーティストと競演。クラシック音楽やジャズ、能とのコラボレーションや自身のステ

ージ以外の振付・演出を手掛けるなど幅広く活躍。2013年よりスペイン・グラナダ「Eshavira 

Mar Festival」にエミリオ・マジャのメンバーに唯一日本人として出演。2015年 7月にはスペイン・グラナダのフラメンコ

〈振込先口座〉 

常陽銀行 研究学園都市支店  （普） 1752393 

口座名義：カ）ツクバガクエンホテル 

※振込時の「ご依頼人様」にはフルネームをご入力ください。 
※お振込手数料はご負担願います。 
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の最も重要なシンボル的場所である『Collar de carbon』において有名アーティストのみが出演できる「Los Del Corral 

2015 Flamenco en Granada Las verano Flamenko Festival」に出演。2017年文化庁藝術文化振興基金助成事業

公演「KIZUNA～絆」では日本人女性舞踊手４人とともにダビ・パロマール、ヘスス・オルテガ、ラモン・アマドールを

招聘し、東京・函館公演に企画協力、出演。 

 

● 福山 奈穂美 （フラメンコダンサー） 

奄美大島の大自然の中で育ち、大学で栄養学を勉強するため東京に上京。そのまま

栄養士の資格を生かして人生を進んでいくと思いきや、偶然出会ったフラメンコに心奪

われる！魂むきだしの歌、哀愁ただようギター、感情あふれる踊りに体中の血が騒ぎ、

目から涙がこぼれ落ち、この正体を知りたく・・・フラメンコの道に足を踏み入れフラメン

コ人生が始まる。2004 年より CORALFLAMENCO 教室を開講。日本フラメンコ協会新

人賞受賞。東京・奄美にてソロ公演を行う。スペイン渡西を繰り返しながら、舞台・タブ

ラに出演。東京・柏・つくばにて後進の指導にも力を注ぐ。 

 

● 正木 清香 （フラメンコダンサー） 

幼少の頃よりクラシックバレエを学ぶ。日本女子体育短期大学舞踊専攻卒業。2003 年〜

2005 年渡西。数多くのアーティストに師事。2006 年 10 月教授活動開始。2009 年 8 月

ANIF 日本フラメンコ協会新人公演「準奨励賞・話題賞」受賞。2013 年 2 月マルワ財団

「CAF コンクール」第三位、特別賞「コンセルバトリオ賞」を W 受賞。現在自身の教室、つく

ば国際美学院 casa takenokoの講師を務める。また、ソロ活動や大道芸フラメンコグループ

「オジロス」のリーダーとしても活動を行っている。 

 

● 伊集院 史朗 （フラメンコダンサー） 

1974年生まれ。在学中にフラメンコに出会う。1998年初渡西。2001年、日本フラメンコ協会

新人公演にて奨励賞受賞。2002 年「クアトロカミーノ」結成。7 回の全国ツアーを行う。2005

年、「愛・地球博」スペインパビリオンのアンダルシア週間に出演。2006 年マリア・パヘスの

「Sevilla」日本公演に出演。2007 年マドリードのフラメンコフェスティバルに参加。現在、全

国の劇場等で活動するかたわら、パルマ(手拍子)でのレコーディング等にも参加している。 

 

● 市川 幸子 （フラメンコダンサー） 

2002 年マルワ財団第１回コンクールでソロ部門入賞・グループ部門(Las Chispas)審査員

特別賞受賞。浅見純子、デラフエンテチャベス由香と共に Las Chispas として活動。2003

年ＡＮＩＦ日本フラメンコ協会新人公演奨励賞受賞。その後も渡西を繰り返し修練を重ね、

2011 年に静岡に自身のスタジオをオープン。2014 年と 2016 年にスペインマラガ県で公

演。好評を博す。古き良きアルテを追い求め、現在東京と静岡を中心に公演と教授活動を

行っている。 

 

● デラフエンテチャベス由香 （フラメンコダンサー） 

社会人よりフラメンコを始め、セビージャへ留学。2002 年マルワ財団第１回コンクールでグループ部門(Las Chispas)

審査員特別賞受賞。浅見純子、市川幸子と共に Las Chispas として活動。老舗タブラオ”El Flamenco”に多数出演。
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2008年より大分での企画ライブ開始。同県出身の太田マキと共に活動。2010年セビージャ

「La Puerta Sol」に出演。2017 年セビリアの名誉あるペーニャに出演し、好評を博す。名誉

会員に認定。2019年同ペーニャに出演。 

 

 

 

●エル・プラテアオ （カンテ・歌） 

セビージャ出身。大使館招聘のコンサートや様々なフェスティバルに参

加。2010年より拠点を東京へ移し活動開始。TV・CMや日比谷野音を

始め全国の劇場にて活動中。 

 

 

●フェルミン・ケロル （ギター) 

マドリードで生まれ、16 歳の時サラマンカにてフラメンコギターを始め、マヌエル・ベロカルに師事。

マドリードの主なタブラオやライブに出演。スペインだけでなく日本を始め海外での仕事も数多く

出演。 

 

 

 

 

【ご予約・お問い合わせ】 

ホテル日航つくば 宴会予約 

TEL.029-853-8055 （10：00～18：00） ※平日のみ 

▼ホテル公式 HP （https://www.nikko-tsukuba.com/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者の方からのお問い合わせ先 

ホテル日航つくば 広報担当 横川、滝川 

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-1364-1  TEL : 029-853-8112 

一般の方からのお問い合わせ先 

ホテル日航つくば TEL : 029-852-1112（代表） 

https://www.nikko-tsukuba.com/

