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MDSは｢エコキャップ運動」にとりくんでいます！
ロハススタジオではペットボトルのふたを回収し、慈善
団体に寄付することによって、恵まれない子どもたちに
ワクチンを送るというボランティア活動を行っておりま
す。スタジオ内で飲まれたもの以外でも、ご家庭で集め
たものもお持ち下さい！ご協力よろしくお願いします！
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　　　MDS LOHAS STUDIO
LOHAS(ロハス)とはLifestyles Of Health 

And Sustainability（健康と環境、持続可能な
社会生活を心がける生活スタイル）の略で

す。北欧スタイルの木のぬくもりが漂う癒し
の空間を求めたスタジオです。

●キッズダンススクールMDSは、「多くの子
ども達にダンスの楽しさを伝える」をミッ
ションとしています。
●与野、指扇、大宮、ロハススタジオ校での
４校、どこも学校からすぐ近く！！
●ヒップホップダンスの基礎から本格的スト
リートダンスまでを月謝3,000円から気軽に
始められるキッズダンス専門スクールです。

＊ただし大宮校と指扇中高生クラスのみ月
謝￥4,000、ロハススタジオは、月謝
4,800円となります。
●月４回で１レッスン６０分、ベーシックク
ラスからスタートしてレギュラー、マス
ターとレベルアップして行きます。
●ステップアップシステムにより初めてでも
無理なくステップアップできる様にクラス
編成をしています。
●また月謝クラスとは別に専門ジャンル
（BREAK/LOCK/HIP HOP/JAZZなど）の
チケットクラスもあります。どなたでもお
気軽に参加下さい。
●夏にさいたま芸術劇場に
て発表会、冬にはクリスマ
ス会を開きコンテストやバ
トルなどを行っています。　
と
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１
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２
キッズたちのボイス
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けいんくん

(小学３年生)
ベーシック
クラス

１：かわにいってバーベキューを
しました。お肉がおいしかったで
す！

２：先生におしえてもらって、上
手になっていくのがたのしいです！

えみりちゃん　(年長さん)

リトルクラス

１：ハワイアンズに行って、流れる
プールがたのしかった！

２：好きな風におどるところがたのし
いです。

このコーナーでは実際に
MDSに通っているキッズ
たちの声をピックアップ
し紹介していきます！

ボイス
キッズ

たちの
MDSに通うキッズたちに

１：夏休みの思い出

２：ダンスの楽しさ

を教えてもらいました。

Keep on Dancing!!!

めいちゃん

(小学２年生)

レギュラーA

１：家族でちば
の海に行って、
海の家に泊まりました。

２：先生におしえてもらえるところが
たのしいです！うたこ先生が大好きで
す！

　さらに上のレベルを目指すキッズたち、様々なコンテストやバトルに挑戦
していくクラスとして、2010年１月からMDS CREWとして育成クラスがス
タートしました。小学校１年生から、中学生まで総勢３０名のキッズたちが
所属しています。

育成クラス”MDS CREW”特集
育成クラスは現在４ジャンルに分かれて活動中です。
発表会でもそれぞれショーケースを披露しました。
今回はそ４チームを紹介します！

でっかいパンダに、ちっさいパンダ

に、中くらいのパンダ！見ているお客

さんを虜にして、飽きさせない、可愛

らしさとイカツサを兼ね備えたチー

ム！！・・・になれるようにみんなで

頑張っている最中です！（笑）

応援よろしくお願いします！

年齢も体の大きさもダンスキャリア

もバラバラな６人が『ジャズをやり

たい！』という熱いキモチを持って

毎日新しいことに挑戦しています！

見た目は子供だけど、彼女たちが豹

変するとそこらの女なんて比べもの

にならないわ♥今後の彼女たちの進

化に乞うご期待！

ホント、バッラバラだけど（笑）９人の個々の能力と個

性を存分に生かし、それが１つにまとまったとき、大き

な輝きを放つことでしょう！We are looking tight!!!

個性豊かな７人のメンバーで、レッスン中はいつも賑や

か。でも時には厳しく、時には激しく、常にスキルアップ

目指し、活動しています。Hip Hop精神を忘れず、日々努

力して、これからも頑張っていきます。
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キレパンダ
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７月３１日、さいたま芸術劇場にて、
夏の発表会が開催されました。MDSロハ
ス校、与野校、大宮校、指扇校の幼稚園
児から高校生までのキッズたちが一堂に
会して行われるこの夏の発表会は、年間
を通しても最も大きく最も大切なイベン
トのひとつであるといえます。今年の
テーマは『絆』。キッズたちはMDS海賊
団となって、仲間の大切さや、クラスの
一体感など、それぞれの『絆』を体いっ
ぱい演じました。

MDS１０周年を期に、ハル先生総合
プロデュースのもと、オープニングとエン
ディングを合わせて１つの作品とした
り、クライマックスでは見に来て下さっ
たお父さん、お母さんを始めとする観客
の皆様をキッズたちが囲み、会場一体と
なって「輪になって踊ろう」を手を振っ

て熱唱するなど、新たな試みにも挑
戦。感動とともに、家族との、友達と
の、先生との大きな『絆』を見ることが
できました。
昨年と違い、今年はチケットクラスナ

ンバーも同日に行い、また今年から始動
した各育成クラスのナンバーも増え、よ
り見ごたえのあるステージとなりまし
た。愛情たっぷりの手作り衣装をまとっ
て、この日のために何度も何度も練習し
た振りを一生懸命おどる姿、普段家でみ
せるのとはまた違う表情がみれたのでは
ないでしょうか。キッズたちにとって
も、日々の練習、リハーサル、本番を通
し大きな達成感と共に、何にも代えられ
ない夏の思い出となったのではと思いま
す。

MDS　夏の発表会特集
KIDS SUMMER DANCE FESTIVAL 2010



　2010年度３度目を迎えたこのイベント。回を増す
ごとにレベルが上がっていき、いつも白熱したバト
ルが繰り広げられる。今回はキッズ部門（小学１年

生から中学３年生ま
で）では５０名、リ
トル部門（小学生以
下）では８名の参加
があり、MDS外から
のキッズたちの参戦
も多くハイレベルな
バトルとなった。
ジャッジには世界の
頂点に君臨する
フォーマーアクショ
ンよりKITE、MDSか
らはカトちゃん先
生、うたこ先生が務
めた。そんな中見事
強敵を敗り、優勝を
勝ち取ったのは選抜

クラス、THE SAMURAI

所属の花香であった！
決勝相手は妹もえかで
姉妹対決となり、会場
はかなりの盛り上がり
をみせた。

＜結果RESULT＞

キッズ優勝：花香、準優勝：もえか、３位：M@O

リトル優勝：かえ、準優勝：GO、３位：ひな
次回　11/21＠プラザウェスト　2on2 を開催予定！

日本全国、そしてパリ、上
海、ソウル、シンガポール、
ニューヨーク、台湾の世界７カ

国から各地の予選を勝ち上がった強豪たちによる、世
界最大のストリートダンスコンテスト「JAPAN 

DANCE DELIGHT FINAL」が今年は８月２１日に大
阪中央体育館で行われた。その決勝大会に夏の発表会

でもゲストダンサーとして出演した、ハルのチーム
Aerstix side（アースティクスサイド）が出場した。
詳しくは
『ADHIP』ホーム
ページにて
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Tel/Fax 048-857-4868
Mail  kids.mds@gmail.com
HP http://mdsweb.co.jp

さいたま市桜区下大久保767ー3
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