MLS DC英語劇 入場料無料
クラス発表会プログラム
● 2019年3月3日㈰
■ 開場18:50 / 開演19:00
@しもきた空間リバティ
クラス

発表作品

The Customs Officer | 通関士

The Black Cat | 黒猫

A Russian spy attempt to fool a British
customs agent as they are trying to
enter the country. What will it take for
the spy to trick the agent into thinking
that they are British? What ends up
happening is a funny exchange of
words. Will the spy make it into the
country? Who is this person really?

A local magic trick club is trying to throw
a surprise birthday party for their good
friend, Bonnie. Everything seems to be
going fine until Bonnie says she can't
make it...because it's Friday the 13th!
The members decide to break Bonnie of
her superstitious beliefs by showing her
that bad luck won't actually come here
way. Come on, you don't really believe
breaking a mirror and opening an
umbrella is going to bring us bad
luck!...do you?

あるロシア人スパイが今、イギリス人になりす
まして入国をしようとしている。果たしてどん
な手をつかって税関をやりすごすつもりなの
か。そして、本当にやりすごすことができるの
か？ その面白おかしい攻防の一言一句、一挙
一動をお見逃しなく！

世田谷区北沢2-11-3
イサミヤビル4F
下北沢駅より徒歩2分

講師

YHAR111 The Customs Officer
MSAR112 The Black Cat
MSAR110 And The Bride Wore…
Directed by Graham Seip

旧北口

Directed by Gretchen Corona

手品クラブの仲間で、ボニーのサプライズ誕
生会を開くことにした。すべてが順調に見えた
――そう、彼女が「13日の金曜日だから行か
ない！」と言い出すまでは。彼女の迷信を払拭
すべく、奔走するメンバーたち。結末やいかに
。......まさか、君たちまで、鏡を割ったり傘を
開いただけで不運になるなんて信じちゃいな
いですよね？

Graham Seip
Gretchen Corona
Julie Ota
And the Bride Wore... | 花嫁は
何衣装・・・
Directed by Julie Ota

A young bride-to-be has an appointment
at the bridal shop. Although this should
be a special moment in her life,
arguments and family jealousies surface
much to the dismay of the shop owner.
An all-female cast play out the conflicts
and tensions between the bride and
groom's mismatched families as they try
to agree on dresses.
結婚を控えた花嫁にとって、ブライダルショッ
プでのドレス選びは特別なひと時だ。彼女に
とっても、それは例外ではない。花婿の家族と
一緒に、という点を除いては。ショップの店長
をも閉口させる"修羅場"と化したそのひと時を
、オール女性キャストで見事に演じ切ります。

その他
※写真は、2018年3月の発表会より
※発表会の模様をホームページ、YouTubeに載せる予定ですが、ご希望されない方は、担当 増尾（ますお）までお知らせください。

お問い合わせ・お申し込みは MLS 本部まで
MLS本部受け付け：10 : 00〜20 : 00 / 日曜・祝日休み
〒151- 0053 東京都渋谷区代々木2-31- 8
mls-etd.com
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MLS大人クラス
からのお知らせです

ご友人・ご家族」にお知らせください！
英会話お試し3回コース：3回で何と3,240円！
特典：入会金全額無料+4月からのクラス2レッスン無料
2クラスをご用意。どちらかの曜日をお選びください。
木曜日 19：30～20：20（3/14・3/28・4/4）
土曜日 11：00～11：50（3/23・3/30・4/6）
場所：MLS南新宿スタジオ

2クラス取ると、さらにお安く！：2クラス目は「授業料半額！」
グループレッスンであれば組み合わせは自由！例えば・・・

・ACT会話クラス + DC英語劇
・DC英語劇 + サロンクラス
・ACT会話クラス + もうひとつACT会話クラス
いづれの組み合わせもOKです。
詳しくはお問合せください。

MLS会員特典

ホリプロ優待チケット

※日本語での公演です

奇跡の人 -The Miracle Worker ◆日
◆会
◆出
◆料
申込
方法

程：2019 年 4月13日㈯〜29日㈪･㈷
全席指定
場：東京芸術劇場プレイハウス（池袋）
演：高畑 充希、鈴木 梨央、須賀 健太 他
金：S席 9,000円⇒（平日）7,200円 ※割引対象は平日のみ
①お電話で

②インターネットで

ホリプロチケットセンターに電話して
合言葉「MLS」をお伝えください。
☎03-3490- 4949

http://hpot.jpにアクセスし、
「チケット購入」ボ
タンをクリック。IDとパスワードに、どちらも「
MLSETD」と入力し、後は画面の指示に従って
ください。

http://hpot.jp/stage/mw2019

お問い合わせ・お申し込みは MLS 本部まで
MLS本部受け付け：10 : 00〜20 : 00 / 日曜・祝日休み
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