ウェルフェアダンス 地域講習会のご案内
講習会受講者募集・ウェルフェアダンス指導員募集
下記地域に於いて、ウェルフェアダンス講習会を行っております。
ダンスを全くご存じでない方にも、ウェルフェアダンス（福祉ダンス）対応のダンス指導を行いま
す。安心してご参加下さい。障がい者の方も是非ご参加ください。

【平成 28 年度 講習会開催案内】
（本部講習会・研究会）ウェルフェアダンス指導員認定委員会
（会場）西東京市田無町 4-17-14

（NEW）

西東京市障碍者支援センター 「フレンドリー」

下記の通り新たな試みにもチャレンジしますので、長いブランクをお持ちの方も是非ご参加下さい。
【今期末までの目標】
１、

ダンス未経験の新入会員及び車いすダンス未経験者対応の新規トレーニング法を実践します。
新入会員の拡大を目指して、楽しく厭きない講習内容への転換を目指して。

２、

全ダ連の委員会として、発表会出演の具体的検討と実施上での技術力アップを図ります。 他

３、

3 月の 26・27（土・日）は「コミュニティ・スタッフ」認定講習を行います。

【講習会開催スケジュール】参加費：1 日￥1,500
講習日程

時 間

場 所

3/26・27 初心者受講費：1 日￥3,000
会 場

2016 年 1 月 24 日

13：00〜17：00

フレンドリー

多目的室

2 月 27 日

13：00〜17：00

同上

多目的室

3 月 26 日

13：00〜21：30

同上

多目的室

3 月 27 日

9：00〜17：00

同上

会議室Ｃ

午後から 2 教室を

3 月 27 日

13：00〜17：00

同上

会議室Ｂ

使用します

※

(本部認定講習会)

（NEW）

（開催日時）

平成 28 年 3 月 26 日(土)、27 日(日) （両日受講する事が認定の条件）

（場

西東京市田無町 4-17-14

所）

西東京市障碍者支援センター 「フレンドリー」

共に 1 日 3,000 円 ×2 日

計 6,000 円

（受講料）

プロ・アマ

（教本代）

「福祉リクリエーションテキスト」￥2,970

（認定級）

ウェルフェアダンス「コミュニティ・スタッフ」認定証を発行します

（内

車椅子の取り扱い及び基本操作実習 車いすダンス「ブルース」講習

容）

車いすダンス「マンボ講習」 手話ダンス各種講習
※コミュニティ・スタッフ資格につきましては、ホームページをご覧ください。

(東京都 世田谷区)

主催者名：
“世田谷舞夢Ⅱ”平成 28 年度レッスンスケジュール（NEW）

月 日

曜 日

時 間

1 月 10 日

第 2（日）

13 時〜17 時

2 月 14 日

第 2（日）

10 時〜12 時

3月6日

第 1（日）

13 時〜17 時

4 月 17 日

第 3（日）

13 時〜17 時

5月1日

第 1（日）

場

所

部 屋
３階研修室

世田谷区立 総合福祉センター「さくらぽーと」

同

上

13 時〜17 時

（場所）

〒156-0043 東京都世田谷区松原 6-41-7 世田谷区立 総合福祉センター3Ｆ

（アクセス）

小田急線 梅ヶ丘北口または豪徳寺駅：徒歩７分、 世田谷線：山下駅徒歩７分

（会費）

1,200 円

入会金

500 円

ボランティア保険

300 円（欠席されても納入の事）

レッスン料
（連絡先）

ウェルフェアダンス・プロ公認指導員
池田里美

090-8559-5064

（長野県 千曲市）後藤ダンス教室

山田かづ枝 090-6008-0322

〒389-0804

まで

長野県千曲市戸倉 1451-3
026-276-6233

ウェルフェアダンス・プロ公認指導員
後藤敏一

(香川県

高松市)

（090-5195-8631）

アキダンススタジオ 〒761-1406

柳原みつ子
香川県高松市香南町西庄 831-1

087-879-0870
ウェルフェアダンス・プロ指導員
横井昭男

(熊本県

天草市)

（090-5911-1832）

横井敏子

ウェルフェアダンス・プロ公認指導員
熊本県社交ダンス教師協会 会長 水野総一郎 ：090-3327-1309

(会場）熊本県上天草市大矢野町上 自然休養村管理センター

0964-56-4393

(内容）
毎週日曜日に一般受講者を対象にウェルフェアダンス講習会を開催しています。
車いすダンス、手話ダンス、ブラインドダンス等の講習・指導を実施。
教師協会有志会員が定期的に福祉施設を訪問し福祉活動を展開しています。
受講者の皆さんには、こうした実践経験を重ねることが大きな自信へとつながります。
※この他、アマチュア・ダンス愛好家の皆さんを集めての、講習会・競技会を実施しています。

2016

＜主 催＞

輪（WA）〜っと❕ ふれあいダンス交流会
開催のお知らせ （NEW）

相模原市福祉ダンスボランティア団体 ふれあいの輪倶楽部
（「輪（WA）～っと! ふれあいダンス交流会実行委員会

＜協 力＞

公益社団法人全日本ダンス協会連合会 ウェルフェアダンス指導員認定委員会

＜開催日＞

平成 28 年 5 月 22 日(日)

＜会 場＞

杜のホールはしもと
〒252-0143

＜内 容＞

13：00〜16：00

多目的室

神奈川県相模原市緑区橋本 3-28-1 ミウイ橋本 8 階

★

ふれあいダンスタイム 「みんなで踊ろっ! 輪になって踊ろう! !」

★

誰でも、デモンストレーション!

★

トライアル（要：事前申込）①一般の部②車いすダンスの部

（要：事前申込）

（R・C・W・T・B ブルース）
★ジルバ大会(全員参加) ※楽しそうなハッピーカップルの審査有り
1,000 円

＜チケット＞

＜申し込み先＞ ふれあいの輪倶楽部

会長 杉田 繁子

〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 3985 番地 3
090-2765-9722

ウェルフェアダンス指導員 掲示板
【公益活動報告】
(東京)ウェルフェアダンス・プロ公認指導員
奥泉 共恵 090-2539-2333

熊谷 朝子 090-8507-5016

１、下記施設を定期的に訪問し、ウェルフェアダンスの指導を行うと共に、参加者の皆さんとダンスを
楽しみ、やりがいのある充実した一時を過ごしています。

【足立区】
◇特別養護老人ホーム
◇介護老人福祉施設

足立区古千谷苑
ケアホーム足立

◇社会福祉法人 竹ノ塚あかしあの杜

東京都足立区古千谷 1-3-19
東京都足立区入谷 1 丁目 8-15

東京都足立区竹ノ塚 7 丁目 19-11 号

【港区】
◇社会福祉法人 北青山デイサービス

東京都港区北青山 1 丁目 6-1

（香川県）
〒761-1406

【公益活動報告】
（施設の定期訪問による指導とお相手の活動）
香川県高松市香南町西庄 831-1 アキダンススタジオ 087-879-0870

ウェルフェアダンス・プロ・インストラクター

横井 昭男 090-9559-5022
横井 敏子 090-5911-1832

同
(毎月１回訪問先)
１、社会福祉法人 朝日園

(障害者支援施設、生活介護、就労支援事業)

香川県木田郡三木町池戸 931-6

入所・通所の方 25〜30 名程

２、社会福祉法人 たまも園 （障害者支援施設、生活介護、就労支援事業）
香川県高松市田村町 797

入所・通所の方 25〜30 名程

３、社会福祉法人 朝日平成園 (障害福祉サービス事業所、生活介護、就労支援事業)
香川県高松市前田東町 585-21
４、社会福祉法人 すずらん

(障害福祉サービス事業所、生活介護、就労支援事業)

香川県高松市前田東町 585-28
５、社会福祉法人 真清水莊

入所・通所の方 20〜25 名程

入所・通所の方 10 名程

(障害福祉サービス事業所、生活介護、就労支援事業)

香川県さぬき市寒川町石田東甲 761-9 入所・通所の方 30 名程
６、社会福祉法人ルキーナ・うだつ (障害者支援施設、生活介護、就労支援事業)
徳島県美馬市脇町字小星 631-1

入所・通所の方 30 名程

(2 か月 1 回訪問)
７、社会福祉法人 なかまの里 （障害者支援施設、生活介護、就労支援事業）
香川県高松市国分寺町新名 2209-2

入所・通所の方 30 名程

(1 年に 1・2 回訪問)
８、社会福祉法人 銀星の家 （障害者支援施設、生活介護、就労支援事業）
香川県高松市屋島西町 2366-11 入所・通所の方 20 名程
上記の通り地元高松を中心に、各施設を訪問し障がい者の皆様とダンスを通してリハビリを兼ね
て楽しい一時を過ごしています。当、ダンス教室に於いて指導を行いウェルフェアダンス資格認定
者も誕生しており、今後更なる充実を図りたいと考えております。
福祉活動や車いすダンスに興味をお持ちの方は、是非一度アキダンススタジオへお越しください。

ALL DANCE FESTIVAL &第 15 回車いすダンスフェスティバル
開催 報告
(主催) 車いすダンスサークル「あすなろ NO,2」プロ公認指導員 小原 榮子、小原 隆、他会員の
皆様
(協賛) 運営スタッフとしてウェルフェアダンス指導員が全面的に協力を行った。
全ダ連 ウェルフェアダンス指導員認定委員会メンバー
東京、埼玉、神奈川、長野、各支部の指導員メンバー
(開催日)
平成 27 年 7 月 5 日（日）

10：00〜16：30

(会場)
西東京市南町スポーツ文化交流センター

「きらっと」多目的ホール

本年度で第 15 回を迎える毎年恒例のイベントとして開催された。
午前中、第一部としてジュニア及びシニアを対象としたスタンダード・ラテンの競技会。
午後から第 2 部として車いすダンスの技術発表会。
第 3 部として、あらゆるダンスジャンルの技術発表会を行った。
ジャズダンス、バレエ、フラダンス、社交ダンス、手話ダンス、等。ご家族を始め多くの観客をお
迎えし、福祉に関するダンスに付いても広報活動の場となっている。
当委員会メンバーである小原夫妻が、永年西東京市に於いて福祉の活動に携わり、ダンスを通して
地域の皆様との交流を図りながら福祉の活動へも理解を深めて頂こうとの企画で恒例化してきたイ
ベントであり、行政からの支援も頂いている。
当日は，このイベントの意義を良くご理解頂いている西東京市市長 丸山浩一 様、都議会議員 山田
忠昭 様、市議会議員 大林光昭 様、東京田無ライオンズクラブ 大澤 力 様 他多くのご来臨を賜
り、長時間にわたりご観覧いただいた。
（連絡先）小原榮子：090-9379-9796

【事務局よりのお願い】
プロ・アマを問わず、ウェルフェアダンス・インストラクター並びにコミュニティ・スタッフとし
て皆様各地域でご活躍の事と思います。
全ダ連では本年度から、会員の皆様が社会貢献活動として努力しておられる状況を、全ダ連のホー
ムページ上にて掲載してまいります。
掲載を希望される方は、要点をまとめて下記 FAX へ送信ください。
紙面の都合上、多少手を加える可能性が有りますので予めご了承願います。
皆様からの沢山の活動記録をお待ちしております。
公益社団法人 全日本ダンス協会連合会

事務局 TEL:03-3506-8866

FAX03-3506-8854

