
藤中
ふじなか

 夢
ゆめ

弥
や

/
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

■誕生日：1979年 9月 16日 

■出身地：東京都    ■血液型： A型 

■サイズ：160cm  B 90 W 72 H 94 S 25.5cm 

■趣味：舞台鑑賞・映画鑑賞  ■特技：太鼓・モノマネ 

 

 

 

バストアップ写真 全身写真 



【国際文化舞踊団・曼珠沙華座長】 

ママローザの跡を継ぎ、2010年に国際文化舞踊団・曼珠沙華座長を襲名。 

日本舞踊宗家、西川流・西川瑞扇師の元で日舞を習い、2004年に鼓玄正派源流御諏訪太鼓流家元・宗家

鼓聖小口大八氏に太鼓の指導を受ける。 

舞台では立ち役・女形・お笑いはもちろんのこと、振り付け・音楽編集・演出・構成に至るまで、曼珠

沙華の舞台すべてを手がけている。 

 イタリア・フィレンツェに自身のファンクラブを持つ。 

 

【国際文化舞踊団・曼珠沙華プロフィール】 

 初代座長ママローザが 1995 年、インドのカルカッタにあるマザーテレサハウスで直接マザーに会い、

ボランティアを経験したのをきっかけに曼珠沙華を設立、活動を開始。 

チェルノブイリの放射能汚染地域の子供達の保養活動でベラルーシ共和国から感謝状授与をはじめ、ネ

パールの人身売買による子供達救助への協力貢献から政府・王妃より感謝状授与、またフィリピン・ア

ロヨ大統領より日本とフィリピンの平和の架け橋として感謝状授与等、海外での舞台公演は 40回以上を

超える。国内では、既成団体が主宰する劇場公演や、少年院、刑務所、ハンセン氏病療養所、各種施設

等でのチャリティー公演も行う。 

また、衣装・大道具・小道具等、舞台道具のすべては団員の自主制作による。 

 

＜経歴＞ 

【国際文化舞踊団・曼珠沙華海外公演】 

 

1999年 ベラルーシ共和国公演（チェルノブイリ原発事故汚染地域公演） 

2000年 ネパール公演 

2001年 ミャンマー公演（ミャンマー文化省後援、 ハンセン氏病の村での公演） 

中国内モンゴル公演、 

タイ公演（プラティープ財団後援） 

2002年 フィリピン公演（ペトロン財団後援） 

ネパール公演（NGO マイティネパール新築完成披露パーティー出席、 

       ネパール王妃、王子、王女、ご観覧）   

2003年 ベラルーシ共和国公演、アルメニア公演、カンボジア公演  

2004年 ロシア公演、スリランカ公演 

2005年 フィリピン公演（マラカニアン宮殿にてアロヨ大統領ご観覧、感謝状授与） 

2006年 ベラルーシ共和国公演（チェルノブイリ原発事故 20周年祈念公演） 

2006年 フィリピン公演（日本フィリピン平和友好協定 50周年記念公演、アロヨ大統領より招待） 



モンゴル公演（モンゴル建国 800年祭記念公演） 

2007年 ミャンマー公演 

2008年 ブラジル公演（日本人移民 100周年記念公演） 

2009年 ブラジル公演（アマゾン日本人移民 80周年記念公演） 

    イタリア・フィレンツェ公演 

2010年 イタリア・フィレンツェ公演 ブラジル公演、ハワイ公演 

2011年 ベラルーシ共和国公演（チェルノブイリ原発事故 25周年祈念公演） 

    イタリア・フィレンツェ公演 

2013年 イタリア・フィレンツェ公演 

2014年 ベラルーシ共和国・ウクライナ公演 

 イタリア・フィレンツェ公演 

2015年 ベラルーシ共和国公演 

 シンガポール公演 

   イタリア・フィレンツェ公演 

2016年 ベラルーシ共和国公演（チェルノブイリ原発事故 30周年祈念公演）  

    イタリア・フィレンツェ公演 

 

 

【国際文化舞踊団・曼珠沙華国内公演】 

 

1995年 宇都宮ワシントンホテルディナーショー  

    演出 ㈱ソニーミュージックエンターテイメント 酒井政利様 

   横浜エクセレントコーストにて公演 

 演出 ㈱ソニーミュージックエンターテイメント 酒井政利様 

1996年 横浜エクセレントコーストにて公演 

 演出 ㈱ソニーミュージックエンターテイメント 酒井政利様 

1997年 ㈱シーボンパビリオンこけら落とし公演 

 喜納唱吉 チャリティコンサート友情出演 

 栃木県福祉協議会主催「ナイスハートバザール in とちぎ」出演 

 池袋メトロポリタンプラザ『アジアの子供達に学校を』チャリティーイベント出演 

 国立ハンセン氏病療養所 大島青松園慰問公演 

 栃木県国際交流センターイベントに赤十字文化奉仕団として出演 

 栃木県河内村社会福祉協議会主催イベントに出演 

 NHK海外たすけあい赤十字奉仕団として出演 

 芳賀赤十字病院慰問公演 

 国立きぬ川学院慰問公演 

1998年 『智恵子抄』高村智恵子菩提寺満幅寺にて奉納舞 

 赤坂不動尊節分会出演 

 栃木県こぶし作業所祭出演 

 熊本県立ハンセン氏病療養所菊池恵楓園 慰問公演 

 青森県立はまなす学園慰問公演 

 栃木県けやき祭出演 

 明治神宮参集殿チャリティーイベント『大江戸サミット』出演 

 山口県岩国米軍基地慰問公演 

 広島県光の園摂理の家慰問公演 

 ベラルーシ、チェルノブイリエリアの子供達（北海道にて保養中）のために 

  札幌にて慰問公演 

 茨城県下妻養護学校慰問公演 

 国立ハンセン氏病療養所 大島青松園慰問公演 

 三重県海山町福祉公演 



 赤十字文化事業団 50周年祈念イベント出演 

 国立ハンセン氏病療養所栗生楽泉園 慰問公演 

 網走刑務所慰問公演   

 釧路刑務所慰問公演 

 姫路加古川学園慰問公演（日本で一番大きい少年院） 

 栃木県氏家清風園慰問公演（重度障害者施設） 

 栃木県赤十字障害者施設合同クリスマス会慰問公演 

1999年 国立ハンセン氏病療養所多摩全生園公演 

 国立奄美和光園ハンセン氏病療養所慰問公演 

 長崎原爆病院『恵みの丘』慰問公演 

 ベラルーシ、チェルノブイリ 

 ベラルーシ、チェルノブイリエリアの子供達（北海道にて保養中）のために 

  札幌にて慰問公演 

 国立ハンセン氏病療養所 大島青松園慰問公演（３回目） 

里美要次郎様（関西大衆演劇親交会会長）演出、構成舞台ゲスト出演、よみうりホール 

 仙台楽楽楽ホールチャリティ公演（チェルノブイリの子供達の為のチャリティ公演） 

 栃木県氏家清風園慰問公演 

2000年 佐賀県北方町チャリティ公演 

 有楽町国際ホール『むすび』キムシン様／美輪明宏様 友情出演 

 国際ゾンタ高松ゾンタクラブ 10周年記念パーティー出演 

 住友生命主催九段会館イベント出演 

 国立ハンセン氏病療養所 大島青松園慰問公演（４回目） 

 高松北ロータリークラブ主催、香川県民センター公演 

 福島県平文化センター公演（ネパールの子供達のために） 

 新橋ヤクルトホール公演（ネパールの子供達のために） 

 下妻養護学校慰問公演 

2001年 ㈱宝樹新春恒例イベント出演 

 北海道洞爺湖地震災害慰問公演  

 北海道当別公演（チェルノブイリの子供達と友好公演） 

 東京浅草公演（ミャンマーのハンセン氏病の村の子供達の教育支援のため） 

 静岡市民文化会館（ミャンマーのハンセン氏病の村の子供達の教育支援のため） 

2002年 長野 日本経営のこころの会チャリティ公演 

 浜松孤児院（清明寮）慰問公演 

2003年 八王子老人施設慰問公演 

 日本橋公演 

 茨城県立結城高校文化祭出演 

2004年 いわき小名浜ディクルーズ公演 

 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 長野県小諸市老人施設慰問公演 

 茨城県立結城第二高校芸術鑑賞会公演  

 埼玉県浦和市国際交流基金歓迎会公演 

 福島県広野町チェルノブイリの子供達と交流公演 

 茨城県下館市老人会慰問公演 

2005年 ㈱宝樹、新年会スリランカ津波被災チャリティ公演 

 ㈱シーボン、新年会スリランカ津波被災チャリティ公演 

 福島県楢葉町コミュニティーセンターにてチェルノブイリ被災地エリア、 

アンサンブルの子供達とともに平和の祈り公演 

 でんかのヤマグチ設立 40周年記念公演、町田市民ホールにて公演 

 学校法人、田中千代学園交流公演 



 東京都調布市ロータリークラブ主催公演、調布グリーンホールにて公演 

（スマトラ沖地震チャリティ公演） 

 セシオン杉並公演倫理法人会主催 

 日本の太鼓 inみのわ 箕輪町 50周年記念事業出演 

 宇都宮はりがや老人施設敬老の日慰問公演 

 調布グリーンホール公演（スマトラ沖地震チャリティ公演） 

 佐賀県多久市女性ネットワーク立ち上げ記念公演 

2006年 ㈱宝樹、新年会公演 

 多摩市ハンセン氏病療養所、全生園慰問公演 

 奈良県春日大社神苑 奉納舞 

 ㈱シーボン公演 

 茨城県下館市嘉家佐和老人会、敬老の日公演 

2007年 在日本大韓民国民団新年会公演 

 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回恒例公演） 

 神奈川県横浜市にぎわい座公演（年に 1回恒例公演） 

 アイヌ協会友情公演 

 中央区立日本橋公会堂公演 

 広島県民文化センター公演（チェルノブイリ被災地からのアンサンブルの子供達と公演）

 茨城県日立大宮市あゆの里夏祭り出演 

2008年 在日本大韓民国民団新年会公演 

 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 熊本県天草郡障害者施設天草整肢園慰問公演 

 奈良刑務所慰問公演   

 茨城県小美玉市介護老人保健施設みのり苑慰問公演 

 神奈川県横浜市にぎわい座公演 

 米軍基地横田基地公演 

 茨城県東茨城郡城里町七夕祭り公演 

 バングラディッシュフェスティバル（代々木公園）、ゲスト出演 

 茨城県日立大宮市あゆの里夏祭りゲスト出演 

 宮城県七ヶ浜国際村にて公演   

 千葉県習志野市養護老人ホーム白鷺園にて慰問公演 

 福島県いわき市芸術文化交流会館アリオス公演 

 茨城県下館市嘉家佐和老人会、敬老の日公演 

2009年 在日本大韓民国民団新年会公演 

 東京都足立区シアター1010公演   

 静岡県静岡市立大里中学校芸術鑑賞会公演 

 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 神奈川県横浜市にぎわい座公演 

 米軍基地横田基地内小学校での公演 

 米軍基地横田基地内 VIPクラブでの公演 

 福島県いわき市芸術文化交流会館アリオス公演 

 茨城県大洗水族館アクアワールド茨城イベント出演 

 福島県立いわき総合高等学校芸術鑑賞会公演 

 韓国と日本における伝統芸術、食文化の祭典 水戸芸術館出演 

 奈良県春日大社 御奉納舞 

 三重県伊勢神宮 御奉納舞 

 茨城県下館市嘉家佐和老人会、敬老の日公演 

2010年 在日本大韓民国民団新年会公演 

 カラオケ発表会と舞踊の祭典 笠間市笠間公民館大ホール ゲスト出演 



 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 日本美容免疫協会祝賀会、ゲスト出演 

 横浜にぎわい座公演 

 福島県いわき市芸術文化交流会館アリオス公演 

 日本橋公会堂 藤中夢弥座長襲名公演 

 茨城県常総市水海道あすなろの里公演  

2011年 在日本大韓民国民団新年会公演 

 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 横浜にぎわい座公演 

 東日本大震災慰問公演 

埼玉県加須市騎西高校にて福島原発避難者慰問公演 

  福島県猪苗代リステルホテルにて福島原発避難者慰問公演 

  福島県スパリゾートハワイアンズにて福島原発避難者慰問公演 

  福島県母畑温泉、旅館「八幡屋」にて福島原発避難者慰問公演 

  福島県郡山市ビックパレット福島にて福島原発避難者慰問公演 

  栃木県那須町かし少年自然の家にて福島原発避難者慰問公演 

  福島県裏磐梯猫魔ホテルにて福島原発避難者慰問公演 

福島県いわき市夢さくらにて 東日本大震災チャリティ公演、 

恋川純弥様主催公演ゲスト出演  

  宮城県南三陸町「ホテル観洋」にて東日本大震災被災者慰問公演 

  福島県南相馬市「朝日座」にて福島原発避難者慰問公演 

  福島県安達郡大玉村にて福島原発避難者慰問公演 

 千葉県松戸市松戸ラドン温泉公演  

 ドイツ日本友好 150周年記念、東日本大震災慰問チャリティ公演  

千葉県木更津市かずさアカデミアパーク公演 

 福島県いわき市夢さくらにて 東日本大震災チャリティ公演、恋川純弥様主催公演 

 ゲスト出演  

 茨城県日立大宮市あゆの里夏祭りゲスト出演 

 ㈱JSS創立 10周年記念、感謝の集い、東京有明ビックサイトにてゲスト出演 

2012年 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 永田町星陵会館『第３回 ニッポンだーいすき！』公演、ゲスト出演 

 横浜にぎわい座公演 

 箱根小涌園にて、箱根ライオンズクラブパーティー、ゲスト出演 

 奈良県三郷特別養護老人ホーム聖アンナの家慰問公演 

 兵庫県宝塚市特別擁護老人ホーム中山ちどり慰問公演 

 富士山麓山中湖『祈りの和』山中湖シアターひびきにてゲスト出演 

 茨城県常総市水海道あすなろの里夏祭りゲスト出演 

 茨城県日立大宮市あゆの里夏祭りゲスト出演 

 黒沢博様お誕生日ディナーショーゲスト出演 

 茨城県常総市坂手町社会福祉法人かしわ学園慰問公演 

 福島県広野町敬老会公演 

 静岡県焼津市市民文化会館公演   

 茨城県築西氏老人会公演 

 茨城県立日立商業高校、芸術鑑賞会公演  

2013年 横浜ローズホテル、ディナーショー 

 永田町星陵会館『第 4回 ニッポンだーいすき！』公演、ゲスト出演 

 横浜にぎわい座公演 

 食百年の会研修会にてゲスト出演 

 ㈱キャリアコンサルティング、第 101回しがくセミナー主催、なかの ZEROにて公演 



 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 茨城県東茨城郡城里町七夕祭りゲスト出演 

 茨城県小美玉市介護老人保健施設みのり苑慰問公演 

 富士山麓山中湖『祈りの和』山中湖シアターひびきにてゲスト出演 

 宮城県名取市東日本大震災被災者慰問公演、名取市文化会館にて 

 福島県広野町敬老会ゲスト出演 

 千葉県船橋市、船橋市民文化ホール公演 

 茨城県常総市生涯学習センター公演 

 茨城県常総市水海道あすなろの里夏祭りゲスト出演 

2014年 茨城県常総市生涯学習センター新春公演 

 靖国神社 奉納舞 

永田町星陵会館『第 5回 ニッポンだーいすき！』公演 ゲスト出演 

 横浜にぎわい座公演 

 埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 ㈱シーボン栃木工場竣工式イベントにて公演 

 茨城県小美玉市介護老人保健施設みのり苑慰問公演 

 福島県いわき市勿来の湯 関の湯公演  

 茨城県東茨城郡城里町七夕祭りゲスト出演 

 福島県広野町敬老会にて公演 

 秋葉原 秋フェス ゲスト出演 

 ミャンマー祭 増上寺 ゲスト出演 

 ㈱キャリアコンサルティング創立 10周年記念パーティー 

2015年 茨城県常総市学習センター公演  

永田町星陵会館『第 6回 ニッポンだーいすき！』公演 ゲスト出演 

ハクビ京都着物学院パーティー ゲスト出演 

つくばカラオケ大会ゲスト出演 

でんかのヤマグチ 創立 50周年記念 町田市民ホールにて公演 

茨城県小美玉市介護老人保健施設みのり苑慰問公演 

埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 福島県いわき市勿来の湯 関の湯公演 

 茨城県東茨城郡城里町七夕祭りゲスト出演 

 ㈱つくばエクスプレス創立 10周年記念公演 ゲスト出演 

 曼珠沙華創立 20周年記念日本橋公会堂にて公演 

 福島県いわき市芸術文化交流会館アリオス公演 

2016年 福島県いわき市勿来の湯 関の湯公演 

永田町星陵会館『第 7回 ニッポンだーいすき！』公演 ゲスト出演 

埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

 宮城県名取市東日本大震災慰問公演  

 横浜にぎわい座公演 

 福島県いわき市勿来の湯 関の湯公演 

 茨城県東茨城郡城里町七夕祭りゲスト出演 

 兵庫県赤穂市ハーモニーホールにてベラルーシ国立舞踊団を招待して合同公演 

 兵庫県姫路市姫路市民ホールにてベラルーシ国立舞踊団を招待して合同公演 

 茨城県常総市豊田城地域交流センターにてベラルーシ国立舞踊団を招待して合同公演 

 ㈱シーボンにて店長会議にてゲスト出演、ベラルーシ国立舞踊団を招待して合同公演 

2017年 永田町星陵会館『第 8回 ニッポンだーいすき！』公演 ゲスト出演 

埼玉県特別擁護老人ホームきりしき慰問公演（年に 2回公演） 

福島県いわき市勿来の湯 関の湯公演 

 山梨県笛吹市石和温泉 鵜飼山 遠妙寺にて奉納舞 



    ㈱キャリアコンサルティング第 150回記念しがくセミナー主催 

       葛飾シンフォニーヒルズにて公演 

 茨城県東茨城郡城里町七夕祭りゲスト出演 

 

 

 

連絡先 株式会社エム・ケイ・ツー  

東京都千代田区永田町 2-9-6 十全ビル 305 

TEL: 03-5637-7500   FAX: 03-5637-7501        

E-mail: mk2@road.ocn.ne.jp           

担当：川阪  携帯：090-8747-7220 


