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平成 30年度事業報告書 

自 平成 30年 4月 1日 

至 平成 31年 3月 31日 

 

 

全ダ連は平成 23年 9月 8日、内閣府から公益社団法人の認定を受けた社団法人であり、ダンス教授所の

業務の適正化、ダンス教授方法の進歩改善、ダンス教師及びダンス教授所の品位の保持等の活動を行う

ことにより、ダンスの普及とその技能及び知識の向上を図り、もってダンスの健全な発展並びに善良な風俗

の保持及び少年の健全な育成に寄与することを目的とする。 

 

【公益事業報告】 

１ 資格認定事業 （ダンス教師認定講習･認定試験･昇級試験） 

 ダンスを正規に教授する能力を有するダンス教師を養成するため「認定講習」を実施した。またダンス教

師の技能及び知識の向上を図るため「昇級試験」を実施した。 
 

ダンス教師認定講習/昇級試験 

■北海道地域会 

前期実施日： 平成 30年 6月 14日（木）  本部試験管理員：小川純 

         会場：白石区民センター 

         受験者数：認定講習 4名 昇級試験 4名 

後期認定講習及び昇級試験：実施なし 

■東北地域会 

認定講習及び昇級試験：実施なし 

■北関東地域会 

認定講習及び昇級試験：実施なし 

■南関東甲信越地域会 

前期実施日： 平成 30年 6月 14日（木）  本部試験管理員：杉崎雅彦 

         会場：坂城町文化センター 

         受験者数：認定講習 1名 昇級試験 3名 

後期認定講習及び昇級試験：実施なし 

■東京地域会 

前期実施日： 平成 30年 6月 14日（木）  本部試験管理員：村松昌弘 

         会場：江東区森下文化センター 

         受験者数：認定講習 2名 昇級試験 3名 

後期実施日： 平成 30年 11月 8日（木）  本部試験管理員：村松昌弘 

         会場：東大島文化センター 

         受験者数：認定講習 3名 昇級試験 2名 
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■中部地域会 

前期認定講習及び昇級試験：実施なし 

後期実施日： 平成 30年 11月 8日（木）  本部試験管理員：伊藤信義 

         会場：飯野コミュニティ防災センター 

         受験者数：認定講習 2名 昇級試験 2名 

■近畿地域会 

前期実施日： 平成 30年 6月 14日（木）  本部試験管理員：野本雅裕 

         会場：ラボール京都 

         受験者数：認定講習 9名 昇級試験 6名 

後期認定講習及び昇級試験：実施なし 

■中国地域会 

前期認定講習及び昇級試験：実施なし 

後期実施日： 平成 30年 11月 8日（木）  本部試験管理員：奥野友子 

         会場：田原ダンスアカデミー 

         受験者数：認定講習 4名 昇級試験 2名 

■四国地域会 

前期認定講習及び昇級試験：実施なし 

後期実施日： 平成 30年 11月 8日（木）  本部試験管理員：小川純 

         会場：ふれあい健康館 

         受験者数：認定講習 2名 昇級試験 10名 

■九州地域会 

前期認定講習及び昇級試験：実施なし 

後期実施日： 平成 30年 11月 8日（木）  本部試験管理員：野本雅裕 

         会場：トミタボールルームダンスアカデミー 

         受験者数：認定講習 2名 昇級試験 4名 

 

 

 

２ ダンス教授所に対する指導･助言及び認定事業 （ダンス教授所及びジュニア育成教室認定委員会） 

 ダンス教授所に対し、連合会が独自に定める自主規制要綱とカリキュラムに基づき、適正に運営が維持できる

よう必要な指導助言を行い、カリキュラムの承認と全ダ連認定ダンス教室の認定を行った。 

 経営者が全ダ連資格の更新をしていない教室、年会費を 4 年以上滞納している教室の整理を行った。整理と

なった教室数は 12件、廃業並びに退会の申請が 20件で合計 32件の減となった。 

特に、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）が審査員資格を与える事を前提にダンス界全体へ

会員募集を行い、社団法人並びに財団法人から移行する会員が多く出た。 

そちらも教師資格試験並びに昇級試験の実施を計画しているとの話もあり、今後は受験者数の減少にもつ

ながる懸念が有る。 

全国の教師協会がこれに左右されない新規受験者を育成する事が大切と考える。 
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（全ダ連認定ダンス教室の認定数） 

年度当初数 新規認定数 当年度退会・廃業 当年度末、認定数 

330 1 32 299 

（ジュニアダンス普及指導員） 

平成 31年 3月 31日現在、57名。 

【ジュニア育成教室認定委員会の活動報告】 

（会議開催）  【第 1回】開催日：平成 30年 11月 29日（木） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

    【第 2回】開催日：平成 31年 1月 18日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

    【第 3回】開催日：平成 31年 3月 29日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

委員会は、近隣のジュニア認定者の中から２名を選考しメンバー５名で再出発した。ジュニア指導の手

引書の内容検討、整理を行い、手引書(案)を作成した。手引書（案）は、直ぐに印刷製本するのではなく、

ファイリングにして全国の登録しているジュニア指導員の方々に配布し、手引書(案)を使って頂きそれぞれ

の実践と照らし合わせて１年間意見交換を行い、現場で重宝出来る手引書を令和２年に完成させる運びと

する。 

 

【ジャスラック関係】 

ダンス教授所の、音楽著作物使用料を廉価に提供するため、一般社団法人日本音楽著作権協会と団

体契約を締結している。全国のダンス教授所に対し団体契約の加入を促進した。 

 

 

 

 

３ 広報啓発事業 

（1） 3 月 24 日（日）開催の「全ダ連 2019 ダンスフェスティバル」のポスター・チケット・パンフレットの制作協力を

し、全国の教師協会ならびに関東エリアの認定ダンス教室へ配布した。 

（２） 会報誌「全ダ連だより第 21号」を制作、発送した。 

 

 

 

 

４ 研修事業 

  ダンス教師の指導力及び必要な技能の維持向上を図るため、本部ならびに各教師協会の主催による

指定研修会を実施した。 

 

（1）本部主催の指定研修会 

【第 1回】 開催日：平成 30年 6月 18日（月）  会場：文京区民センター 

  参加人数：124名（午前） 

  講師：村松 昌弘    講習内容：ラテン 
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【第 2回】 開催日：平成 30年 10月 12日（金） 会場：文京区民センター 

  参加人数：130名（午後） 

  講師：海宝 修     講習内容：スタンダード 

 

 

 

 

（2）会員主催の指定研修会 

 各会員、それぞれの地域において実施した。 

 

平成 30年度 指定研修会開催報告 

【ジョイナス岐阜ダンス教師協会】 会長 杉本 寧 

開催日：平成 30年 4月 1日（日）12：00～15：00  会場：トレイニングルーム華石 

参加者数：36名 

講師：①榊原 美幸先生 ②中嶋 芙美子先生 

講習内容：①西野流呼吸法 ②柔軟体操（エクサイズ-ＰＡＲＴ2） 

 

【西日本ダンススポーツ技術協会】 会長 尾上 恵美子 

開催日：平成 30年 4月 1日（日）11：30～13：30  会場：ダンススタジオＤＯ 

講師：池田 勇樹先生  金谷 仁先生 

講習内容：ボールルームの基礎とラテンのリズム 

 

【愛媛県ダンス教師協会】 会長 長井 健次 

開催日：平成 30年 4月 1日（日）13：00～15：00  会場：長井健次スポーツダンスアカデミー 

参加者数：24名 

講師：長井 健次先生  長井 奈保子先生 

講習内容：スローフォックストロットのニュールーティン 

 

【高知県ダンス教師協会】 会長 宮田 友喜 

開催日：平成 30年 4月 8日（日）10：00～11：00  会場：ＡＯＹＡＧＩダンススタジオ 

参加者数：9名 

講師：金岡 真理先生 

講習内容：①基礎の見直し ②ホールド、リード＆フォローについて 他 

 

【大分県ダンス教師協会】 会長 梅田 俊三 

開催日：平成 30年 4月 8日（日）    会場：大分市情報学習センター 

参加者数：18名 

講師：神原 次保先生  成重 時行先生 

講習内容：①タンゴとチャチャチャ ②リード＆フォローについて 
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【グローバルダンス教師協会】 会長 大野 好夫 

開催日：平成 30年 4月 15日（日）14：45～16：45  会場：三郷公民館 

参加者数：15名 

講師：大野 好夫先生・彰子先生  講習内容：スタンダードの基礎について 

 

【大阪府舞踏教師協会】 会長 下山 正 

開催日：平成 30年 4月 15日（日）13：00～14：30  会場：西成区民センター 

参加者数：70名 

講師：大坪 浩二先生  講習内容：スタンダードの表現力 

 

【日本プロフェッショナルダンス教師協会大阪】 会長 岐部 文雄 

開催日：平成 30年 4月 15日（日）    会場：ＪＥＣ日本研修センター十三 

参加者数：105名 

講師：フリーアナウンサー 鍋島 奈穂子氏 

講習内容：「アナウンサーから学ぶ表現法」自己の魅力を高める話し方 

 

【関西ソシアルダンス教師協会】 会長 植田 倫光 

開催日：平成 30年 4月 15日（日）14：30～16：30  会場：平野産業会     参加者数：14名 

講師：笠松 義文先生  走出 秀元先生 

講習内容：ワルツのポピュラーバリエーション及びライセンシエイト・サンバの考察 

 

【滋賀県ダンス教師協会】 会長 奥野 友子 

開催日：平成 30年 4月 15日（日）14：30～16：40  会場：滋賀県草津市民交流プラザ 

参加者数：60名 

講師：村松 昌弘先生 

講習内容：講師より解説しながら踊っていただき日頃の疑問点をスッキリさせていただいた 

 

【スターラインダンス教師協会】 会長 土田 久美子 

開催日：平成 30年 4月 22日（日）13：00～15：00  会場：ドリームダンススタジオ 

講師：武澤 幸子先生  講習内容：社交ダンスにおける骨と筋肉の関係性について 

 

【愛知県ソシアルダンス教師協会】 会長 鈴木 寛雄 

開催日：平成 30年 4月 29日（日）10：00～12：00  会場：ダンススタジオ 88 

参加者数：20名 

講師：鈴木 寛雄先生  講習内容：スタンダードダンスにおけるアームワーク 

 

【フリーダム愛知県ダンス教師協会】 会長 緑川 弥寿郎 

開催日：平成 30年 5月 6日（日）15：10～16：00  会場：渋川公民館 

参加者数：21名 

講師：山内 葉子先生 講習内容：認知症の総合理解と本人への接し方及び予防法 
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【徳島県ダンス教師協会】 会長 葛西 康良 

開催日：平成 30年 5月 6日（日）13：00～15：00  会場：ふれあい健康館 

参加者数：29名 

講師：長谷部 陽子先生  講習内容：スタンダード全般 最近の傾向 

 

【九州ダンス教師協会】 会長 峯 正義 

開催日：平成 30年 5月 6日（日）   会場：築上町中央公民館 

講師：峯 正義先生  講習内容：ダンス用語について 

 

【北海道ボールルームダンス協会】 会長 片沼 正男 

開催日：平成 30年 5月 13日（日）14：30～15：30  会場：札幌市清田区民センター 

参加者数：26名 

講師：中村 隆行先生  講習内容：タンゴ 

 

【神奈川県ダンス教師協会】 会長 和田 年廣 

開催日：平成 30年 5月 13日（日）10：00～12：00  会場：横浜体育文化会館 

講師：石原 正三先生  渋谷 透子先生 

講習内容：ボールルームダンス全般 

 

【日本ボールルームダンサーズ協会】 会長 小林 茂之 

開催日：平成 30年 5月 19日（日）10：00～12：00  会場：東京都立産業貿易センター 

講師：山本 武志先生  木嶋 友美先生 

講習内容：元ＪＢＤＦ１０ダンスチャンピオンの斬新で深いダンス理論について 

 

【愛知コルテオダンス教師協会】 会長 青木 一三 

開催日：平成 30年 5月 20日（日）12：00～16：00  会場：平針公民館 

参加者数：11名 

講師：青木 一三先生  講習内容：フロアクラフトについて 

 

【ユニバーサルダンス教師協会】 会長 岩橋 慎二 

開催日：平成 30年 5月 20日（日）14：00～16：00  会場：ＤＡＮＣＥ ＬａＢｏ 

参加者数：20名 

講師：嶺岸 昭志先生  講習内容：サンバ・ワルツのベーシック 

 

【日本プロフェッショナルダンス教師協会】 会長 赤井 鈴枝 

開催日：平成 30年 5月 21日（日）10：00～12：00  会場：横須賀市文化会館 

参加者数：30名 

講師：①小川 純先生 ②関 光晴先生・大藤 瞳先生 

講習内容：①全ダ連及びダンス界の現状について ②技術講習「ラテンベーシック」 
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【東京プロフェッショナルダンス教師協会】 会長 小川 純 

開催日：平成 30年 5月 21日（日）10：00～12：00  会場：横須賀市文化会館 

参加者数：20名 

講師：①小川 純先生 ②関 光晴先生・大藤 瞳先生 

講習内容：①全ダ連及びダンス界の現状について ②技術講習「ラテンベーシック」 

 

【北海道ダンス教師協会】 会長 日向 優美子 

開催日：平成 30年 5月 27日（日）15：00～17：00  会場：札幌市白石区民センター 

参加者数：60名 

講師：北海道ダンス教師協会 吉田 完滋先生 

講習内容：“アドテク”ＤＶＤを鑑賞し、クイックステップのフィガーを取り上げて説明した 

 

【千葉県ダンス教師協会】 会長 金子 康夫 

開催日：平成 30年 5月 27日（日）13：00～   会場：千葉市ＤＣ会館 

参加者数：48名 

講師：福嶋 美穂子先生 他 3名 

講習内容：ワルツ・タンゴ・フォックストロットの技術講習 

 

【長野県社交舞踏教師協会】 会長 常谷 茂 

開催日：平成 30年 6月 3日（日）11：00～16：00  会場：千曲市戸倉創造館 

参加者数：50名 

講習内容：午前：29年度全ダ連・地域会・年間行事の報告 午後：会員とダンス愛好者との交流 

 

【長野県ダンス教師協会】 会長 下崎 喜一郎 

開催日：平成 30年 6月 3日（日）13：00～15：00  会場：長野運動公園補助体育館 

参加者数：17名 

講師：①下崎 喜一郎会長 ②石井 篤志先生 

講習内容：①全ダ連からの諸通知について ②実技講習 ラテン技術講習会 

 

【福井県ボールルームダンス教師協会】 会長 山根 克巳 

開催日：平成 30年 6月 3日（日） 10：00～16：30 会場：福井フラワーダンススタジオ 

参加者数：13名 

講師：山根 克巳先生  豊福 節子先生 

講習内容：スタンダードの基礎の復習と理解を正しく深める 他 

 

【南東北社交ダンス教師協会】 会長 野村 国雄 

開催日：平成 30年 6月 10日（日）   会場：若林文化センター 

参加者数：16名 

講師：朝比奈 莉沙先生   講習内容：タンゴ・ボールルームの基本 
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【長野県プロボールルームダンス教師協会】 会長 篠田 健一 

開催日：平成 30年 6月 16日（日）14：30～16：30  会場：シノダ・ソシアルダンス 

参加者数：28名 

講師：篠田 健一先生 

講習内容：教師試験フェローのフォックストロット 1番・2番・3番 

 

【茨城県ダンス教師協会】 会長 清水 靖千 

開催日：平成 30年 6月 17日（日）①10：00～12：00 ②13：00～15：00 

会場：シミズヤスユキダンスラボ  参加者数：20名 

講師：清水 靖千先生 

講習内容：①タンゴ（フットワークやアライメントについて） 

   ②サンバ（バウンスアクションにともなうタイミングについて） 

 

【茨城県ソシアルダンス教師協会】 会長 白石 恵子 

開催日：平成 30年 6月 27日（日）   会場：取手市立勤労青少年ホーム 

講師：谷平 国昭先生 

講習内容：資格試験に伴う受験内容の講習 

 

【栃木県ダンススポーツ教師協会】 会長 髙根澤 利夫 

開催日：平成 30年 7月 1日（日）14：00～15：00  会場：高根沢ダンススクール 

参加者数：7名 

講師：髙根澤 利夫先生 

講習内容：全ダ連平成 30年度定時総会資料による報告 他 

 

【山口県ダンス議会】 会長 熊谷 正美 

開催日：平成 30年 7月 1日（日）18：00～20：00  会場：食彩館 

講師：熊谷 正美先生 

講習内容：①メダルテストの指導法 ②教師試験の指導法 

 

【日本ボランティアダンス協会教師会】 会長 野村 直人 

開催日：平成 30年 7月 8日（日）14：00～16：00  会場：野村カルチャーアカデミー 

参加者数：10名 

講師：野村 直人先生  武藤 正志先生 

講習内容：スタンダードとラテンの基本について 

 

【鳥取県ダンス教師協会】 会長 山口 隆造 

開催日：平成 30年 7月 8日（日）13：00～14：30  会場：ヤマグチダンススクール 

参加者数：18名 

講師：山口 隆造先生 

講習内容：ラテン（ルンバ・チャチャチャ）の基本ムーブメントについて 
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【熊本県プロスポーツダンス教師協会】 会長 松本 美千子 

開催日：平成 30年 7月 16日（月）18：00～20：00  会場：マツモトダンスアカデミー 

講師：松本 達明先生  松本 美紀子先生 

講習内容：①ダンス技術の基本 ②ダンス教師としてのモラル・マナー 他 

 

【栃木県ソシアルダンス教師協会】 会長 渡辺 隆 

開催日：平成 30年 8月 5日（日）13：00～15：30  会場：㈱エバーグリーン 

参加者数：7名 

講師：渡辺 隆先生  渡辺 幸子先生 

講習内容：みんなでジャイヴ パート２ 

 

【信州スポーツダンス教師協会】 会長 齊梧 守利 

開催日：平成 30年 8月 5日（日）14：00～16：00  会場：上田市城南公民館 

参加者数：7名 

講師：齊梧 守利先生 

講習内容：ベーシックルーティンのおさらい 

 

【栃木県ダンススポーツ教師協会】 会長 髙根澤 利夫 

開催日：平成 30年 8月 17日（金）14：00～15：30  会場：レンタルモトハシ 

参加者数：2名 

講師：髙根澤 利夫先生 

講習内容：①全ダ連 平成 29・30年度活動報告 ②技術指導 クイックステップの基本 

 

【長崎県社交舞踏教師協会】 会長 佐藤 順子 

開催日：平成 30年 8月 26日（日）13：00～17：00  会場：ダイガーダンススタジオ 

参加者数：18名  

講師：森 幸広先生 

講習内容：教師試験 アソシエイト（スタンダード・ラテン） フェロー（スタンダード・ラテン） 

 

【福島県社交舞踏教師協会】 会長 石井 銀美 

開催日：平成 30年 9月 9日（日）    会場：郡山青少年会館 

講師：佐々木 清隆先生  関根 タイ子先生 

講習内容：ダンス技術及び指導方法 

 

【長野県スポーツダンス教師協会】 会長 後藤 敏一 

開催日：平成 30年 9月 16日（日）10：00～15：30  会場：坂城町文化センター 

参加者数：20名 

講師：後藤 正一先生 

講習内容：教師資格試験フェローの一部タンゴとフォックストロットの実技 
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【熊本県社交ダンス教師協会】 会長 水野 総一郎 

開催日：平成 30年 9月 22日（土）13：00～17：00  会場：碩台コミュニティーセンター 

講師：萩 順子先生  松本 新市先生 

講習内容：全ダ連教師試験課題を参考にステップの解説とテクニックについて 

 

【埼玉県社交ダンス教師協会】 会長 藤間 進 

開催日：平成 30年 9月 23日（日）10：00～12：00  会場：南浦和ダンススクール 

参加者数：19名 

講師：福士 徳有己・知沙先生 

講習内容：ワルツ・タンゴ等 ナチュラルターン・リバースターンのボディワーク 他 

 

【神奈川県ソシアルダンス教師協会】 会長 野本 雅弘 

開催日：平成 30年 9月 23日（日）10：00～12：00  会場：藤沢商工会館 

参加者数：20名 

講師：村松 昌弘先生 

講習内容：ルンバを踊る場合のプレパレーション、音楽、リードの仕方など 

 

【東京ダンススクール協同組合】 会長 伊藤 金四郎 

開催日：平成 30年 10月 24日（水）   会場：Ｔダンスプロダクション 

参加者数：20名 

講師：オレクシー・グザー先生  太田 吏圭子先生 

講習内容：スタンダードフィガーの変化について 

 

【熊本県ボールルームダンス協会】 会長 立石 亀八 

開催日：平成 30年 10月 28日（日）   会場：阿蘇の司ビラパークホテル 

参加者数：14名 

講師：立石 亀八先生  講習内容：ダンスステップのテクニック 

 

【宮崎県ダンス教師協会】 会長 吉川 敏子 

開催日：平成 30年 10月 28日（日）13：00～15：00  会場：都城市森林組合体育館 

参加者数：22名 

講師：吉川 敏子先生 

講習内容：ソロデモの足型（アソシエイト・メンバー・ライセンシエイト） 他 

 

【西日本ダンス教師協会】 会長 平田 敬二 

開催日：平成 30年 11月 4日（日）   会場：レッツダンスヒラタ 

講師：平田 敬二先生 

講習内容：①教科書を読み解きながら小節数に合わせてのルーティンの作成 他 
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【北海道ダンス教師協会】 会長 日向 優美子 

開催日：平成 30年 11月 11日（日）   会場：ボールルームマルヤマ 

参加者数：20名 

講師：小池 慎児先生  松田 照一先生 

講習内容：“アドテク”のクイックステップのフィガーを紹介する 他 

 

【大阪府舞踏教師協会】 会長 下山 正 

開催日：平成 30年 11月 18日（日）13：00～14：30  会場：Ｃｉｔｙダンススクール 

参加者数：16名 

講師：市川 登喜雄先生   

講習内容：タンゴをタンゴらしく 

 

【三重県ダンス教師協会】 会長 高本 篤志 

開催日：平成 30年 11月 25日（日）10：00～12：30  会場：サワダマサヒロダンススタジオ 

参加者数：80名 

講師：山本 英美先生 

講習内容：主にルンバ・チャチャチャの身体の使い方、サンバの拍子価の解説 

 

【栃木県ダンススクール教師協会】 会長 髙根澤 利夫 

開催日：平成 30年 12月 9日（日）13：00～14：00  会場：大平町健康福祉センター 

講師：片山 麗伽先生 

講習内容：パソドブレの基本ステップと踊り方 

 

【京都プロフェッショナルダンス協会】 会長 天川 悠右季 

開催日：平成 31年 1月 6日（日）10：30～13：00  会場：さざんか亭六角店内ホール 

講師：水谷 利雄先生  北岡 淳平先生 

講習内容：スタンダードのホールドとフットワークとリズム 他 

 

【京都ソシアルダンス教師協会】 会長 林 順清 

開催日：平成 31年 1月 6日（日）11：00～12：00  会場：山本喜洋ダンススクール 

参加者数：20名 

講師：山本 喜洋先生 

講習内容：ベーシックステップをベースにウェイトの使い方、ボティの締め方の講習 

 

【秋田県舞踏教師協会】 会長 長谷川 清次 

開催日：平成 31年 1月 13日（日）14：00～16：00  会場：オカルチャープラザ秋田 

参加者数：25名 

講師：秋田県健康増進交流センターユフォーレ トレーニングルームスタッフ様 

講習内容：運動による健康づくり 転倒・骨折予防（計測・講義・軽運動）等 
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【京都ダンス教師協会】 会長 山本 恭大 

開催日：平成 31年 1月 13日（日）14：15～16：00  会場：ラボール京都 

参加者数：120名 

講師：立石 勝也先生  立石 裕美先生 

講習内容：ボディとヒップの対角線を意識して活用するルンバのベーシックとコネクション 

 

【福井県社交ダンス教師協会】 会長 茂 和男 

開催日：平成 31年 1月 20日（日）11：00～15：00  会場：スタジオ 101 

参加者数：10名 

講師：方橋 助次郎先生  吉澤 奈津恵先生 

講習内容：スタンダードとラテンの基本 

 

【高知県社交ダンス教師協会】 会長 堀部 尚 

開催日：平成 31年 1月 20日（日）9：30～11：00  会場：高知会館 

参加者数：50名 

講師：岡本 直久・幸佳先生  講習内容：スタンダードの基礎 

 

【東京社交舞踏教師協会】 会長 村松 昌弘 

開催日：平成 31年 1月 26日（日）10：30～12：00  会場：村松ダンス教室 

参加者数：28名 

講師：村松 昌弘先生 

講習内容：ラテン 教本記載のベーシックフィガーの解説と一人での練習の仕方 

 

【青森県社交ダンス教師協会】 会長 千葉 康一 

開催日：平成 31年 1月 28日（日）10：00～10：30  会場：リンクモア平安閣市民ホール 

参加者数：54名 

講師：青森県国民年金基金 常務理事 田中 一雄氏 

講習内容：国民年金基金について 

 

【山梨県ダンス教授所教師協会】 会長 清水 一男 

開催日：平成 31年 2月 8日（日）13：30～15：30  会場：甲府ダンスアカデミー 

参加者数：13名 

講師：西原 光熙先生  西原 典子先生 

講習内容：チャチャチャ・スローフォックストロット 

 

【東京プロフェッショナルダンス教師協会】 会長 小川 純 

開催日：平成 31年 2月 17日（日）9：30～12：00  会場：中央区築地社会教育会館 

参加者数：30名 

講師：小嶋 みなと先生  盛田 めぐみ先生 

講習内容：ダンススポーツ：スタンダードについての考察 
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【沖縄県社会人ダンス教師協会】 会長 運天 潔 

開催日：平成 31年 2月 17日（日）   会場：タイガーダンス教室 

参加者数：7名 

講師：運天 潔先生  講習内容：ワルツ講習（レボリューションテキストより） 

 

【神奈川県ソシアルダンス教師協会】 会長 野本 雅裕 

開催日：平成 31年 3月 3日（日）11：00～13：00  会場：ノモトダンスワールド 

講師：村松 昌弘先生  講習内容：チャチャチャの基本と応用について 

 

【九州ダンス教師協会】 会長 峯 正義 

開催日：平成 31年 3月 24日（日）    会場：築上町中央公民館 

講師：峯 正義先生  講習内容：ダンス用語について 

 

【奈良県舞踏教師協会】 会長 川本 美博 

開催日：平成 31年 3月 10日（日）13：00～15：30  会場：エスポワールダンススタジオ 

参加者数：19名 

講師：樋口 幹也先生 

講習内容：技術向上の基礎知識としてボディアクションと人体の解部学的について考える 

 

【西九州社交ダンス教師協会】 会長 飯野 公子 

開催日：平成 31年 3月 24日（日）14：00～17：00  会場：ＪＡグリーンパレス 

参加者数：13名 

講師：西山 友教先生  武内 要先生 

講習内容：スタンダード・ラテンアメリカン ベーシックフィガー及び簡単なアマルガメーション 

 

【南近畿舞踏教師協会】 会長 横山 安雄 

開催日：平成 31年 3月 25日（日）11：00～12：15  会場：泉大津サザンクロスダンススタジオ 

講師：武智 厚樹先生  古下 千鶴先生 

講習内容：身体の使い方及び筋肉の仕組みを理解しその使い方をイメージする 他 

 

【日本プロフェッショナルダンス教師協会】 会長 赤井 鈴枝 

開催日：平成 31年 3月 27日（日）9：30～12：00  会場：横須賀文化センター 

参加者数：40名 

講師：小川 純先生  講習内容：ダンススポーツとゼネラルダンスの考察 

 

【東京プロフェッショナルダンス教師協会】 会長 小川 純 

開催日：平成 31年 3月 27日（日）9：30～12：00  会場：横須賀文化センター 

参加者数：30名 

講師：小川 純先生 

講習内容：リード＆フォローにおけるダンスの常識のウソ？ 



- 14 - 

 

【静岡県社交ダンス教師協会】 会長 深澤 充子 

開催日：平成 31年 3月 31日（日）9：15～11：15  会場：グランシップＢ1 リハーサル室 

講師：ラルフ・レピーネ 

講習内容：ダンスに於いての構造と説明パートⅡ実技と解説 

 

 

 

 

 

 

 

５ アマチュアダンス技術検定試験事業 （アマチュアダンス技術検定委員会） 

ダンスの普及及び技術向上のため、登録された各地域の教師協会にてアマチュアダンス技術検定試験

を実施した。 

今年度は 11回の開催があった。 

   

  開催実施報告 

開催日 主催教師協会名 会場 主催会長名 

平成 30年 4月 1日（日） 埼玉県社交ダンス教師協会 フジマダンススタジオ 藤間 進 

平成 30年 4月 15日（日） 秋田県舞踏教師協会 秋田まるごと市場 長谷川 清次 

平成 30年 5月 20日（日） 滋賀県ダンス教師協会 ｱﾔﾊﾚｰｸｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 奥野 友子 

平成 30年 6月 10日（日） ﾌﾘｰﾀﾞﾑ愛知県ダンス教師協会 新池交流館「フラット」 緑川 弥寿郎 

平成 30年 6月 10日（日） 福島県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ協会 北会津公民館 小林 純子 

平成 30年 6月 10日（日） 北海道ダンス教師協会 小池ｽﾎﾟｰﾂﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 日向 優美子 

平成 30年 9月 30日（日） 滋賀県ダンス教師協会 草津市民交流プラザ 奥野 友子 

平成 30年 10月 7日（日） 埼玉県社交ダンス教師協会 フジマダンススタジオ 藤間 進 

平成 30年 11月 18日（日） 福島県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ協会 北会津公民館 小林 純子 

平成 30年 11月 25日（日） 茨城県ソシアルダンス教師協会 取手市 働く婦人の家 白石 恵子 

平成 31年 2月 24日（日） 滋賀県ダンス教師協会 草津市民交流プラザ 奥野 友子 
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６ ウェルフェアダンス普及事業  

 公益法人事業として、ダンスを通じ生涯学習や社会福祉に貢献すると共に、ダンスの健全な発展に寄与

するため、各地域会を通じて高齢者施設や福祉施設を訪問し、ダンス講習等を実施した。 

 また、ジュニアを対象にダンス及びダンスエチケットの講習会を開催した。 

 

（1）会員主催の公益事業 

 

■東北地域会（主催者：青森県社交ダンス教師協会） 

会場名 医療法人ｻﾝﾒﾃﾞｨｺ 介護保険施設 ヴィラ弘前 

訪問日 平成 30年 12月 12日 

訪問者 中山善宗・中山路坪子 

参加者 120名 

内 容 
健康体操を全員で行い、マンボの練習をしました。その後アマチュアの演技発表に続

き、プロのデモンストレーション「ワルツ・タンゴ・スローフォックスロット」を披露しました。 

 

■北関東地域会（主催者：栃木県ダンススポーツ教師協会） 

会場名 社会福祉法人 杉の子会 

訪問日 平成 30年 5月 2日 

訪問者 髙根澤利夫・髙根澤雅子・他 8名 

参加者 60名 

内 容 
昨年に続き、「杉の子会」主催の運動会に参加しました。会場の障がい者の方々に車い

すダンスを体験してもらい、車いすダンスで「ワルツ・チャチャチャ」を披露しました。 

 

■南関東甲信越地域会 （主催者：長野県スポーツダンス教師協会） 

会場名 千曲市総合観光会館 

訪問日 平成 30年 6月 9日 

訪問者 後藤敏一・柳原みつ子・宮原英子・柳沢富子・岡村敏江 

参加者 150名 

内 容 
車いすダンスで「ワルツ」のデモンストレーションを披露しました。その後、皆さんで車い

すダンスを体験して頂きました。  

 

■中部地域会 （主催者：フリーダム愛知県ダンス教師協会） 

会場名 介護保険施設「ひきやま」 

訪問日 平成 30年 5月 30日 

訪問者 緑川弥寿郎・安藤美智子・高橋和子・水谷洋一・稲熊千鶴・大西靖子・赤松妙子 

参加者 180名 

内 容 初めに「ワルツ・タンゴ・ルンバ・サンバ」のデモンストレーションを披露。その後童謡や懐

メロの曲にあわせ身体や手を揺らしてリズムをとり、簡単なダンスを全員で楽しみました。 
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■中部地域会 （主催者：スターラインダンス教師協会） 

会場名 学校法人尾関学院 美里幼稚園 

訪問日 平成 30年 12月 20日 

訪問者 武澤秀一・武澤幸子 

参加者 230名 

内 容 
最初に「ワルツ」のデモンストレーションを披露しました。次に、保護者と園児でカップル

を組み講師も一緒に「ジルバ」を踊りました。 

 

■中部地域会 （主催者：スターラインダンス教師協会） 

会場名 学校法人浅野学院 志みだ幼稚園 

訪問日 平成 30年 3月 9日 

訪問者 武澤秀一・武澤幸子 

参加者 200名 

内 容 
保護者と園児でカップルを組みピアノの生演奏にに合わせて「ジルバ」を踊りました。最

後に「スローフォックスロット」のデモンストレーションを披露しました。 

 

■中部地域会 （主催者：スターラインダンス教師協会） 

会場名 愛・地球博記念公園（モリコロパーク）体育館 

訪問日 平成 31年 3月 24日 

訪問者 武澤秀一・武澤幸子 

参加者 20名 

内 容 
保護者と園児でカップルを組み、「ジルバ」を踊りました。最後に「ルンバ」のデモンストレ

ーションを披露しました。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県ボールルームダンス教師協会） 

会場名 アクティブあぐりわかば 

訪問日 平成 29年 6月 3日 

訪問者 山根克己・清水静・岡田久・真柄・小塙・堀江好・石田 

参加者 28名 

内 容 
「ワルツ・タンゴ・ルンバ・チャチャチャ」のデモンストレーションを披露しました。その後、

皆さんで「ブルース・マンボ」を踊りました。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 サンライフ小野谷 1Ｆ集会場 

訪問日 平成 30年 4月 21日 

訪問者 茂和男・塚本加代子・米澤ひとみ・田賀エツ子 

参加者 19名 

内 容 
準備運動後、マンボを踊りました。次にワルツの曲でゆっくりと身体を動かしてもらいまし

た。最後に「スローフォックスロット・ワルツ・サンバ」のデモンストレーションを披露した。 
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■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 介護ステーションあさがお 

訪問日 平成 30年 5月 7日 

訪問者 茂和男・塚本加代子・米澤ひとみ・田賀エツ子 

参加者 36名 

内 容 
マンボを踊ってから、ワルツの曲で身体を動かしてもらいました。その後「タンゴ・ワルツ」

のデモンストレーションを披露しました。 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 サンライフ小野谷別館 

訪問日 平成 31年 1月 23日 

訪問者 茂和男・塚本加代子・米澤ひとみ・多賀エツ子 

参加者 27名 

内 容 
車いすの方が多かったので、音楽に合わせて準備運動を行いました。その後マンボを

繰り返し踊り、最後に「タンゴ・ワルツ」のデモンストレーションを披露しました。 

■近畿地域会 （主催者：京都ロイヤルダンス教師協会） 

会場名 介護老人保健施設 萌木の村 

訪問日 平成 30年 10月 20日 

訪問者 松岡徹二・瀬川滋子・山本淑子・立木和昌・東森昌子  

参加者 80名 

内 容 

教師がソロデモで踊り、その後全員で音楽に合わせて身体を動かしました。ストレスと運

動不足の解消になり、とても喜んで頂きました。最後にに「ワルツ・ルンバ」のデモンスト

レーションを披露しました。 

■近畿地域会 （主催者：滋賀県ダンス教師協会） 

会場名 グリーンピアひこね 体育館 

訪問日 平成 30年 8月 1日 

訪問者 三谷恵一・三谷ちずる 

参加者 66名 

内 容 

県立河瀬高校吹奏学部の演奏と、社交ダンス「ワルツ」のコラボレーション。ワルツの曲

を理解する為、部員 2 人組でカウント・ライズ＆フォール・簡単なステップを練習しまし

た。最後に「ワルツ」のデモンストレーションを披露しました。 

■近畿地域会 （主催者：滋賀県ダンス教師協会） 

会場名 ｻﾆｰﾌﾟﾚｲｽ彦根彦根 

訪問日 平成 31年 1月 5日 

訪問者 山本多美子他レッツダンスクラブ 27名 

参加者 110名 

内 容 
「ルンバ・ブルース」のデモンストレーションを披露しました。その後、全員でストレッチ体

操をしてからマンボの講習をし、曲に合わせて踊って頂きました 
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■近畿地域会 （主催者：滋賀県ダンス教師協会） 

会場名 ｻﾆｰﾌﾟﾚｲｽ彦根彦根 

訪問日 平成 31年 2月 11日 

訪問者 岡路：山田組・吉田：響場組・奥野：山本組 

参加者 32名 

内 容 

近江八幡主催の「ふれあいコンサート」に参加しました。音楽に合わせて身体を動かし

たり、マンボを踊ったり、歌を唄ったり和やかな雰囲気で地域の方々と楽しく交流しまし

た。最後に「ワルツ・タンゴ・ルンバ・チャチャチャ」デモンストレーションを披露しました。 

 

■四国地域会 （主催者：高知県ダンス教師協会） 

会場名 介護有料老人ホーム きずな 

訪問日 平成 30年 11月 16日 

訪問者 金岡真理・宮本辰三他 13名 

参加者 43名 

内 容 
「スロー・ルンバ・タンゴ・ワルツ・ジルバ」のデモンストレーションを披露しまし

た。高齢者の方々とマンボを踊り、楽しんで頂きました。  

 

■四国地域会 （主催者：高知県ダンス教師協会） 

会場名 介護有料老人ホーム きずな 

訪問日 平成 30年 11月 21日 

訪問者 金岡真理・安岡悦子・住江順子他 11名 

参加者 191名 

内 容 

ルンバとチャチャチャを運動会に使用した曲で、2歳児から 5歳児向けに振り付けを

して踊ってみました。大いに盛り上がり、その後も社交ダンスごっこをして遊んでい

るそうです。 

 

■九州地域会 （主催者：熊本県社交ダンス教師協会） 

会場名 老人保健施設 ほんごう苑 

訪問日 平成 30年 12月 23日 

訪問者 水野総一郎・竹本隆二・宮本清美他 6名 

参加者 154名 

内 容 

クリスマスに合わせて社交ダンスとウェルフェアダンスを楽しく踊って頂きまし

た。、ストレスとと運動不足の解消及びリハビリに効果があり、ダンスを楽しんで頂

きました 
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（２）ウェルフェアダンス指導員資格認定講習 

毎月第 4 日曜日の午後 1 時から 5 時までの時間帯でウェルフェアダンス（福祉ダンス）の研究会を開催し

た。主に車いすダンス・手話ダンスに付いての研鑽を積んだ。 

また、ウェルフェアダンス指導員認定委員会が主催する、土・日の二日間にわたる講習会を年２回開催し、

月例の研究会活動に参加できない地方の会員の方と共に福祉活動に携わる上での技術の向上を図った。 

田無並びに相模原での福祉イベントにも技術発表として積極的に参加した。 

 

講習内容としては、委員会の広報活動としての車いすでの技術発表向けワルツとタンゴのアマルガメーショ

ン講習、サンバの講習、福祉活動向けマンボ、ブルース、スクエア・ルンバの健常者・車いす両方の技術講

習を行った。 

施設を訪問した際、健常者の方、車いすの方など様々な方に出会う事から、ケースバイケースで音楽に合

わせ体を動かし楽しんで頂く方法を検討した。 

 

 （委員会会議） 

会議開催日 開催時間 開催場所 参加者数 

H30年 7月 21日（土） 10：30～12：30 田無ジョナサン 6名 

H30年 11月 25日（日）    同上    同上 6名 

H30年 3月 30日（土）    同上    同上 5名 

 （会議内容）委員会活動の内容精査、指導上の問題点の整理と対策、委員会の方針検討、等。 

 

 （新規認定者） 

昇級者    プロ・インストラクター  長野県 １名 

新規認定者 アマ・コミュニティスタッフ 長野県 4名   東京都 1名   神奈川県 3名 

       現在、インストラクター資格者 20名   コミュニティ資格者 18名   計 38名 

 

 （委員会主催講習会・自主研究会活動） 

 開催日 時 間 会 場 参加人数 

1 平成 30年 4月 22日 13：00～17：00 田無 フレンドリー 9名 

2 平成 30年 5月 27日 13：00～17：00 〃 8名 

3 平成 30年 6月 24日 13：00～16：30 橋本 杜のホール 実習会参加 9名 

4 平成 30年 7月 21日 13：00～17：00 田無 フレンドリー 12名 

5 平成 30年 7月 22日 10：00～17：00 同上 委員会主催土・日講習会 21名 

6 平成 30年 8月 26日 13：00～17：00 田無 フレンドリー 8名 

7 平成 30年 9月 30日 13：00～17：00 〃 9名 

8 平成 30年 11月 25日 13：00～17：00 〃 10名 

9 平成 31年 1 月 27日 13：00～17：00 西東京市 谷戸公民館 8名 

10 平成 31年 2月 24日 13：00～17：00 〃 7名 

11 平成 31年 3月 21日 13：00～17：00 田無 フレンドリー 13名 

12 平成 31年 3月 22日 10：00～17：00 同上 委員会主催土・日講習会 13名 
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 （イベント参加） 

１、6 月 24 日（日） 福祉ボランティア団体 ふれあいの輪倶楽部主催 「輪（ＷＡ）～っと！ふれあいダンス

交流会」 

           社交ダンス、車いすダンス、手話ダンスの技術発表会  委員会：神奈川支部が主催 

           社交ダンスと福祉ダンスの普及活動として      9名参加 

 

２、10月 13日（土）西東京市「フレンドリーまつり」 への参加 車いすダンス・手話ダンスの技術発表の後、

一般及び障がい者の方達へブルースの講習会を開催した。   14名 参加 

 

 （地域別活動） 

ウェルフェアダンス指導員認定委員会では、指導員が在籍する地域を支部と称し、福祉活動を独自に行っ

ている。 

月例の講習会以外の活動として、当会員となる人員の育成など福祉に繋がる様々な活動に携わっている。 

長野支部、埼玉支部、西東京支部、足立支部、杉並支部、神奈川支部、香川支部、熊本支部の 8 支部あ

り、施設の定期訪問や、行政を絡めての車いすダンス講習会の実施など様々な形で活躍している。 

 

 

 

 

７ 出版事業 

 昇級試験用テキストである「口頭試問 問題と解答集」の改訂を行った。 

 

 

 

 

８ ＡＮＡＤアマチュア指導員資格試験事業  

ダンスの普及、及び地域の活性化に寄与するためにＡＮＡＤアマチュア指導員資格試験を実施した。 

また、ＡＮＡＤアマチュア指導員資格取得者の知識の向上を図るため、指定研修会を実施した。 

 

 （1）ＡＮＡＤアマチュア指導員資格試験 

■主催者：滋賀県ダンス教師協会 

試験実施日：平成 30年 8月 12日（日） 9：30～11：30  本部試験管理員：松岡徹二 

会場：滋賀ボールルームダンススクール                 受験者数：4名 

                 

■主催者：京都ロイヤルダンス教師協会 

試験実施日：平成 30年 10月 7日（日） 13：00～15：00  本部試験管理員：奥野友子 

会場：ホテルビナリオ嵯峨嵐山                       受験者数：7名 

 

 （2）ＡＮＡＤアマチュア指導員資格試験審査員講習 

    30年度は開催しませんでした。 
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 （3）認定者の総数 

ANADアマチュア指導員数 

23年度 24年度 25年度  26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

295 333 363 348 315 282 286 299 

                                                        

ANADアマチュア指導員資格審査員数 

23年度 24年度 25年度  26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

135 178 201 167 180 166 165 165 

 

 （4）ANADアマチュア指導員指定研修会の開催 

 

【スターラインダンス教師協会】 会長 土田久美子 

開催日：平成 30年 4月 22日（日）     会場：ドリームダンススタジオ 

参加人員数：5名 

講師：武澤秀一              講習内容：ＷＤＳＦ・ＷＤＣの成り立ちと違い  

                                                 

【愛知コルテオダンス教師協会】 会長 青木一三 

開催日：平成 30年 5月 24日（日）        会場：平針公民館 

参加人員数：2名 

講師：青木一三                        講習内容：フロアクラフトについて 

 

【宮崎県ダンス教師協会】 会長 吉川敏子 

開催日：平成 30年 10月 28日（日）        会場：都城市森林組合 体育館 

参加人員数：22名 

講師：吉川敏子                       講習内容：スタンダード：ソロデモ 4種目 

                                            技術検定 2級とブロンズ級 

 

【グローバルダンス協会教師会】 会長 大野好夫 

開催日：平成 31年 24日（日）              会場：三郷公民館 

参加人員数：5名 

講師：大野好夫・大野彰子                 講習内容：ルンバの踊り方について・ 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

９ ダンス普及事業（ダンス普及委員会） 

ダンスの普及活動の一環として、3月 24日（日）東宝ダンスホールを貸し切り、第 3回となる「全ダ連 2019

ダンスフェスティバル」を開催した。本年度は、入場者数 138 名、デモンストレーション出場者 19 組（前回

13組）、プロ・アマチャレンジ 52組（前 38組）、トライアル 65組（前 53組）と出場者が増え大変盛況であっ

た。 

前回開催の全出場者の写真を「全ダ連だより 21 号」に特集として掲載した事も有り、全ダ連の恒例行事と

して会員間に定着してきた。会員とお客様が共に参加するイベントであり、一般の方々に全ダ連を認知して

もらう良い機会とも考えている。 

本部を中心とした東京地域会主管開催は定着したが、この活動を如何にして全国での活動に広めるかが

今後の課題である。 

 また、このイベントの定着を得た事から、今後は最大の課題である「一般へのダンス普及活動」について

検討を重ね、具体的活動へと結び付けたい。 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 諸会議等の開催 

【第 1回理事会】 

日 時 平成 30年 5月 7日（木）13：30～16：00 

会 場  生涯学習センター ばるーん 303 

出席者  14名 

欠席者  5名 

議 事 

 第 1号議案 代表理事及び業務執行理事の自己の業務執行状況報告 

 第 2号議案 平成 29年度事業報告承認に関する件 

 第 3号議案 平成 29年度財務諸表等報告承認に関する件 

 第 4号議案 役員選任に関する件 

 第 5号議案 会員資格の喪失に関する件 

 

【定時総会】 

日 時 平成 30年 5月 29日（火） 13：00～15：00 

会 場  弘済会館 萩 

出席者  78名（委任出席含む） 

欠席者  22名 

議 事 

 第 1号議案 平成 29年度事業報告承認に関する件 

 第 2号議案 平成 29年度収支決算報告承認に関する件 

 第 3号議案 役員の任期満了に伴う選任の件 

 その他 
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【第 2回理事会】 

日 時 平成 30年 5月 29日（木）14：30～14：50 

会 場  弘済会館 蘭東 

出席者  16名 

欠席者  3名 

議 事 
 第 1号議案 会長、副会長及び常務理事選定に関する件 

 第 2号議案 新規入会に関する件 

 

【第 3回理事会】 

日 時 平成 31年 3月 7日（月） 13：30～16：55 

会 場  生涯学習センターばるーん 304 

出席者  13名 

欠席者  4名 

議 事  第 1号議案 参議院議員選挙の推薦に関する件 

 第 2号議案 代表理事及び業務執行理事の自己の業務執行状況報告 

 第 3号議案 平成 31年度事業計画案承認に関する件 

 第 4号議案 平成 31年度収支予算書案承認に関する件 

 第 5号議案 新規入会に関する件 

 第 6号議案 委員会規程に関する件 

 第 7号議案 諸会議の開催に関する件 

 その他 

 

【第 1回臨時総会】 

日 時 平成 31年 3月 25日（月） 13：30～14：30 

会 場  生涯学習センター ばるーん 305 

出席者  78名（委任出席含む） 

欠席者  24名 

議 事  第 1号議案 平成 31年度事業計画に関する件 

 第 2号議案 平成 31年度収支予算に関する件 

 第 3号議案 役員選任に関する件 

 

 

 

 

１１ 会員の入退会 

 【入会 2件】 

・ 全関西ダンス教師連盟 会長 井上博司 

・ 全岩手社交ダンス教師協会 会長 堀合一義 

 【退会 1件】 

・ 兵庫県社交ダンス教師協会 

 

 


