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2019年度事業報告書 

自 2019年 4月 1日 

至 2020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： 2019年 6月 13日（木）  本部試験管理員：野本雅裕 

         会場：白石区民センター 

         受験者数：認定講習なし 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 

認定講習及び昇級試験：実施なし 

■東京地域会 

前期実施日： 2019年 6月 13日（木）  本部試験管理員：村松昌弘 

         会場：江東区文化センター 

         受験者数：認定講習 2名 昇級試験 4名 

後期実施日： 2019年 11月 14日（木）  本部試験管理員：野本雅裕 

         会場：古石場文化センター 

         受験者数：認定講習 4名 昇級試験 なし 
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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： 2019年 11月 14日（木）  本部試験管理員：伊藤信義 

         会場：葵コミュニティーセンター 

         受験者数：認定講習 4名 昇級試験 2名 

■近畿地域会 

前期実施日： 2019年 6月 13日（木）  本部試験管理員：伊藤信義 

         会場：ラボール京都 

         受験者数：認定講習 13名 昇級試験 8名 

後期認定講習及び昇級試験：実施なし 

■中国地域会 

認定講習及び昇級試験：実施なし 

 

■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：2019年 11月 14日（木）  本部試験管理員：村松昌弘 

         会場：コムダンススタジオ 

         受験者数：認定講習なし 昇級試験 6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： 2019年 11月 14日（木）  本部試験管理員：小川純 

         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 4名 昇級試験 1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、行方不明となった教室

の整理を行った。整理となった教室数は 10件、廃業並びに退会の申請が 14件で合計 24件の減となっ

た。 

（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 

299 2 24 277 

（ジュニアダンス普及指導員） 

2020年 3月 31日現在、57名。 
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【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：2019年 4月 19日（木） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

【第 2回】開催日：2019年 5月 17日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

【第 3回】開催日：2019年 6月 16日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

【第 4回】開催日：2019年 9月 6日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

【第 5回】開催日：2019年 10月 4日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

【第 6回】開催日：2019年 11月 1日（金） 場所：滋賀県・草津市立市民交流プラザ 

文科省主催 土曜学習応援団交流会参加：2020年 2月 25日（金） 場所：文部科学省 

 委員会は、数年をかけ手掛けてきた「ジュニアダンスの手引き 事例集」を年度末となる 2020 年 3 月に刊

行する事ができた。 

幼児編、小学校低学年編、小学校中・高学年編、中学校編の 4段階にて参考となる種目やステップ、注意

事項などについて記載した。新年度の請求書を送付する段階にてジュニア育成教室並びにジュニア普及

指導員へ配付する。 

 

【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） 「全ダ連ホームページ」へ表示している認定ダンス教室を始めとする各内容の見直し及び新規案内の掲載

を行った。特に更新申請書を始め受験に関する各種申請書類のダウンロード化を行い、会員へのサービス機能

を高めた。 

（２） 会報誌「全ダ連だより第 22号」を 2020年 3月に制作し会員へ発送した。 

 

 

 

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：2019年 6月 20日（木）10：00～12：00 会場：文京区民センター 

  参加人数：129名 

  講師：村松 昌弘 先生    講習内容：ラテン 

【第 2回】 開催日：2019年 10月 31日（木）14：00～16：00 会場：文京区民センター 

  参加人数：111名（午後） 

  講師：海宝 修 先生   講習内容：スタンダード 
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（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。 

 

2019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：2019年 4月 7日（日）12：00～14：30  会場：トレイニングルーム華石 

参加者数：34名 

講師：①上村 正作先生、吉田 美智代先生  ②恩田 友紀 先生 

講習内容：①ベーシックダンスの練習法 ②タヒチダンスによる柔軟体操 

 

【全関西ダンス教師連盟】 会長 井上 博司 

開催日：2019年 4月 7日（日）14：00～16：00  会場：ダンススタジオ OZ 

参加者数：11名 

講師：本田 英俊先生 

講習内容：タンゴの脚の使い方、タンゴの音楽の取り方 

 

【高知県ダンス教師協会】 会長 宮田 友喜 

      開催日：2019年 4月 14日（月）10：00～11：00   会場：AOYAGIダンススタジオ 

参加者数：12名 

講師：金岡 真理先生 

講習内容：W踊り方の説明・アマルガメーション、Rのアマルガメーション 他 

 

【愛媛県ダンス教師協会】 会長 長井 健次 

開催日：2019年 4月 14日（月）13：00～16：00  会場：長井健次スポーツダンスアカデミー 

参加者数：22名 

講師：長井 健次先生、長井 奈保子先生 

講習内容：スタンダードの基本とアレンジ、サンバ・アレンジ 

 

【グローバルダンス教師協会】 会長 大野 好夫 

開催日：2019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：ラテンの基礎について 

 

【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：2019年 4月 21日（日）              会場：セレスホール（大阪府茨木市） 

参加者数：94名 

講師：中西 英行先生、澤久 勇二先生 

講習内容：「アドテク・スタンダード」のフィガー、「アドテク・ラテン」のフィガー 
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【愛知県ソシアルダンス教師協会】 会長 鈴木 寛雄 

開催日：2019年 4月 21日（日）11：00～13：00  会場：ダンススタジオ 88 

参加者数：18名 

講師：鈴木 寛雄先生 講習内容：ダンスにおける脚の使い方 

 

【スターラインダンス教師協会】 会長 土田 久美子 

開催日：2019年 4月 21日（日）13：00～15：00  会場：ドリームダンススタジオ 

参加者数：20名 

講師：武澤 秀一先生 講習内容：社交ダンスの歴史、背景について 

 

【滋賀県ダンス教師協会】 会長 奥野 友子 

開催日：2019年 4月 21日（日）14：30～16：30  会場：草津市民交流プラザ 

参加者数：59名 

講師：理事 8名  講習内容：ダンスに関する意見交換会 

 

【大分県ダンス教師協会】 会長 梅田 俊三 

開催日：2019年 4月 21日（日）10：00～12：00  会場：成重ダンススタジオ 

参加者数：11名 

講師：神原 次保先生、成重 時行先生 

 

【神奈川県ダンス教師協会】 会長 和田 年廣 

開催日：2019年 5月 12日（日）10：00～12：00  会場：横浜体育文化教室 

参加者数：40名 

講師：庄司 浩太先生・名美先生 講習内容：ボールルームダンス全般 

 

【JSTD日本ダンス教師協会】 会長 佐川 洋司 

開催日：2019年 5月 12日（日）10：00～12：00  会場：港区生涯学習センター 

参加者数：30名 

講師：佐川 洋司先生 講習内容：チャチャチャ 基本型からの変化したルーティーン 

 

【グローバルダンス教師協会】 会長 大野 好夫 

開催日：2019年 5月 12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：ラテンの基礎について 

 

【愛知コルテオダンス教師協会】 会長 青木 一三 

開催日：2019年 5月 12日（日）12：00～16：00  会場：平針公民館 

参加者数：9名 

講師：青木 一三先生、小林 真紀先生（AHEI インストラクター） 

講習内容：パーティーダンス講習、ハートフルエクササイズ 
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【静岡県ダンス教師協会】 会長 石井 猛 

開催日：2019年 5月 12日（日）15：00～16：00  会場：イシイダンススクール 

参加者数：20名 

講師：石井 猛先生   

講習内容：社交ダンス総論と、全員による動作練習 

 

【富山県ダンス教師協会】 会長 高島 正春 

開催日：2019年 5月 12日（日）09：30～12：00  会場：タカシマダンスアカデミー 

参加者数：24名 

講師：本池 淳先生   

講習内容：スローフォックストロットの基礎 

 

【大阪府舞踏教師協会】 会長 下山 正 

開催日：2019年 5月 12日（日）12：15～13：30  会場：大阪市北区民センター 

参加者数：65名 

講師：新田 宏之先生   

講習内容：基本的におけるポージング 

 

【ユニバーサルダンス教師協会】 会長 岩橋慎二 

開催日：2019年 5月 12日（日）14：00～16：00  会場：DANCE LaBo（小倉南区） 

参加者数：20名 

講師：嶺岸 昭志先生   講習内容：チャチャチャ、タンゴのベーシック 

 

【大分県プロスポーツダンス協会】 会長 薬師寺 誠治 

開催日：2019年 5月 12日（日）13：00～15：00  会場：S+Tダンススポーツスタジオ 

参加者数：8名 

講師：薬師寺 誠治先生 

講習内容：アドテクスタンダード、技術的定義 1～7、リード＆フォロー 

 

【北海道ボールルームダンス協会】 会長 片沼 正男 

開催日：2019年 5月 19日（日）14：30～15：30  会場：札幌市清田区民センター 

参加者数：22名 

講師：中村 隆行先生、宮川 理枝子先生 

講習内容：スタンダード種目のボディーの使い方など 

 

【千葉県ダンス教師協会】 会長 金子 康夫 

開催日：2019年 5月 19日（日）13：00～19：40  会場：オークラ千葉ホテル 

参加者数：44名 

講師：（デモンストレーター）大坂 宣史・佐々木 由季子組、山本 武志・木嶋 友美組 

講習内容：フェスティバル参加による実施研修及びデモンストレーション見学 
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【NBDA 日本ボールルームダンサーズ協会】 会長 落合 仁 

開催日：2019年 5月 19日（日）10：00～12：00  会場：中央区立産業会館３階 

参加者数：25名 

講師： 岸本 真先生、岸本 理佳子先生  講習内容： WDSF教則本主体の講習 

 

【徳島県ダンス教師協会】 会長 橋本 英行 

開催日：2019年 5月 19日（日）13：00～15：00  会場：徳島市ふれあい健康館 

参加者数：32名 

講師：長谷波 陽子先生 講習内容：ボールルームダンスにおける最近の傾向、特にタンゴ 

 

【福岡県社交ダンス教師協会】 会長 小森 勉 

開催日：2019年 5月 19日（日）16：00～17：00  会場：遠賀コミュニティーセンター 

参加者数：15名 

講師：保健師 小森 恵美子氏 講習内容：おすすめ健康診断～特定健診・がん健診～ 

 

【北海道ダンス教師協会】 会長 和田 克夫 

開催日：2019年 5月 26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：和田 克夫先生、（アシスタント）日向 秀一先生、松田 照一先生、松島 秀明先生 

講習内容： 1、スタンダードのウォーク、ホールド、ローテーションについて 

2、ライセンシエイトラテンのグループについて 

3、ワルツのポピュラーバリエーショングループについて 

 

【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：2019年 5月 26日（日）9：30～12：00   会場：横須賀市勤労福祉会館 

参加者数：50名 

講師：小川純 

講習内容： リード＆フォロー 実践におけるタイミングについての考察 

 

【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：2019年 5月 30日（木）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：小嶋みなと組 

講習内容： タンゴ、社交ダンスとスポーツダンス 実践におけるポジションについての考察 

 

【長野県社交舞踏教師協会】 会長 常谷 茂 

開催日：2019年 6月 2日（日）11：00～16：30  会場：千曲市戸倉創造館 

参加者数：54名 

講習内容：30、31年度全ダ連地域会年間行事の報告、一般の方との交流パーティー 
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【鳥取県ダンス教師協会】 会長 山口 隆造 

開催日：2019年 6月 2日（日）13：00～14：30  会場：ヤマグチダンススクール 

参加者数：16名 

講師：山口 隆造先生 

講習内容：2種目以上のダンスに共通するフィガー（教本以外の最近の傾向） 

 

【南東北社交ダンス教師協会】 会長 野村 国雄 

開催日：2019年 6月 9日（日）13：00～16：30 会場：エルパーク仙台スタジオホール 

講師：朝比奈 莉沙先生 

講習内容：ルンバ ナチュラルなムーブメントの創造に不可欠な基本技術、 

       「ショルダーウェイトをかける」ことの重要性について 

 

【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：2019年 6月 9日（日）14：45～15：45  会場：渋川公民館 

講師：愛知県警察守山警察署署員 

講習内容：振り込み詐欺の現状及び傾向と対策 

 

【長野県ダンス教師協会】 会長 下崎 喜一郎 

開催日：2019年 6月 16日（日）    会場：更北公民館 稲里分館 

参加者数：13名 

講師：下崎 喜一郎先生、今導 雅彦先生 

講習内容：（社）全日本ダンス協会連合会からの諸通知について、 

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 小塙 和恵 

開催日：2019年 6月 16日（日）10：30～16：30  会場：福井フラワーダンススタジオ 

参加者数：10名 

講師：真柄 裕二先生 

講習内容：アマの方がいろんな意味で優位に立っている事についてのミーティング。 

ラテン、スタンダードのベーシックの確認と教え方。 

 

【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：2019年 6月 22日（日）14：30～16：00  会場：シノダ・ソシアルダンス 

参加者数：22名 

講師：篠田 健一先生 

講習内容：教師試験フェローのクイックステップ 1番、2番、3番 
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【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：2019年 6月 23日（日）15：00～15：50  会場：渋川公民館 

参加者数：15名 

講師：近藤 猪智朗氏（愛知県警 OB） 

講習内容：「特殊詐欺の手口」、県内の被害状況及び対策についての講演、 

愛知県警監修による特殊詐欺及び対策ビデオ上映 

 

【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：2019年 6月 30日（日） 14：00~16：00     会場：野村カルチャーアカデミー2階 

参加者数：10名 

講師：野村 直人先生、武藤 正志先生 

講習内容：①ダンスの基本 ②CBMについて 

 

【和歌山県舞踏教師協会】 会長 久保 博重 

開催日：2019年 7月 7日（日）13：00～16：00  会場：トゥインクルダンススクール 

参加者数：17名 

講師：工藤 洋司先生、工藤 あゆみ先生  講習内容：スタンダードを踊る基本 

 

【京都ロイヤルダンス教師協会】 会長 松岡 徹二 

開催日：2019年 7月 7日（日）13：00～15：00  会場：ホテルビナリオ嵯峨嵐山 

参加者数：32名 

講師：上畑 祐介先生、平野 貴子先生 講習内容：ワルツ ライセンス、ルンバ ライセンス 

 

【広島県ダンススポーツ協会】 会長 田原 弘子 

開催日：2019年 7月 14日（日）14：00～17：00  会場：田原ダンスアカデミー 

参加者数：23名 

講師：尾上 恵美子先生  講習内容：チャチャチャ 

 

【姫路白鷺スポーツダンス教師協会】 会長 三海 秀敏 

開催日：2019年 7月 21日（日）13：00～16：00  会場：垂水勤労市民センター 

参加者数：16名 

講師：金田 貴美子先生 

講習内容：前年度活動状況書類の提出、上記提出書類に基づく会員の説明、 

各説明について、出席者による意見交換 

 

【西部日本ダンススポーツ協会】 会長 坂口 昇 

開催日：2019年 7月 21日（日）18：30～20：00  会場：美園ホール 

参加者数：10名 

講師：坂口 昇先生 

講習内容：スタンダードにおける踊り方の基本、よい踊り方とそうでない踊り方について 
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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：2019年 8月 3日（土）18：00～20：00  会場：マツモトダンスアカデミー 

参加者数：10名 

講師：松本 達明先生・美紀子先生 

講習内容：ダンス技術の基本、ダンス教師としてのマナー等、 

ダンスで地域に貢献する方法 ディスカッション 

 

【栃木県ソシアルダンス教師協会】 会長 渡辺 隆 

開催日：2019年 8月 4日（日）13：00～15：00  会場：（株）エバーグリーン 宇都宮市 

参加者数：7名 

講師：渡辺 隆先生、渡辺 幸子先生 

講習内容：「みんなでサンバ」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：2019年 8月 4日（日）14：00～16：00  会場：上田市城南公民館 

参加者数：4名 

講師：齊梧 守利先生  講習内容：基本動作の確認 

 

【岡山県ダンス教師協会】 会長 桂木 悠一 

開催日：2019年 8月 5日（月）13：00～15：00  会場：コジマダンスアカデミー 

参加者数：26名 

講師：桂木 悠一先生 講習内容：ボールルームダンスの定義、CBMP と CBMについて 

 

【兵庫県ソシアルダンス教師協会】 会長 幸村 賴子 

開催日：2019年 8月 5日（月）11：00～13：00  会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

参加者数：37名 

講師：ドーメン・クラベッツ先生、ナターシャ・カラベイ先生 

講習内容：ボールルーム・ベーシック 

 

【三重県ダンス教師協会】 会長 高本 篤志 

開催日：2019年 8月 18日（日）15：00～17：30  会場：アクティすずかダンススクール 

参加者数：40名 

講師：沢田 雅弘先生・恵子先生 

講習内容：サンバ、パソドブレについての基礎をメダルテストルーティンの中で説明 

 

【長崎県社交舞踏教師協会】 会長 佐藤 順子 

開催日：2019年 8月 25日（日）13：00～17：00  会場：タイガーダンススタジオ 

参加者数：18名 

講師：福岡県ソシアルダンス教師協会会長 森 幸広先生 

講習内容：教師試験 アソシエイト 1、2、3、メンバー、ライセンシエイト 
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【長野県スポーツダンス教師協会】 会長 後藤 敏一 

開催日：2019年 8月 25日（日）10：00～15：30  会場：埴料郡坂城町文化センター 

参加者数：20名 

講師：後藤 敏一先生、後藤 正一先生 

講習内容：教師資格試験昇級試験を促すための講習会 

 

【福島県社交舞踏教師協会】 会長 石井 銀美 

開催日：2019年 9月 9日（日）13：00～17：00    会場：いわき市内郷コミュニティーセンター 

参加者数：28名 

講師：ワルツ 鈴木 恭二先生、パソドブレ 関根 直幸先生  

講習内容：ワルツ及びパソドブレのステップ解説 

 

【令和プロフェッショナルダンス教師協会】 会長 玉置 朝啓 

開催日：2019年 9月 16日（月）17：00～19：00  会場：ファーストプレイス東京 

参加者数：25名 

講師：大村 淳毅先生、天野 京子先生 

講習内容：（ラテン）バランスの基本、（スタンダード）スウィングについて 

 

【埼玉県社交ダンス教師協会】 会長 藤間 進 

開催日：2019年 9月 22日（日）10：00～12：00  会場：南浦和ダンススクール 

参加者数：16名 

講師：北郷 健一先生・まみ先生 

講習内容：ラテン ルンバ、チャチャチャの初級編と上級編の実演をしながら勉強 

 

【熊本県社交ダンス教師協会】 会長 水野 総一郎 

開催日：2019年 9月 29日（日）13：00～17：00  会場：池田地域コミュニティーセンター 

参加者数：20名 

講師：荻 順子先生、松本 新一先生  

講習内容：（公社）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 

       （スタンダード＆ラテン） 

 

【南近畿舞踏教師協会】 会長 横山 安雄 

開催日：2019年 10月 6日（日）11：00～12：00  会場：岸和田市立浪切ホール多目的室 

参加者数：170名 

講師：櫛田 隆広先生、大田 紗佑理先生 

講習内容：1、ルンバのベーシックを丁寧にする事と２人のコンタクトを大切にする事を受講。 

       2、床に対するプレスと正しく音楽に載って行き、足裏の回転と体重移動のやり方。 

       3、2人の前進と後退によるリードの仕方と、内回り外回りの役割を互いに自覚する。 

 



- 12 - 

 

 

【京都ロイヤルダンス教師協会】 会長 松岡 徹二 

開催日：2019年 10月 6日（日）13：00～15：00  会場：ホテルビナリオ嵯峨嵐山 

参加者数：15名 

講師：上畑 祐介先生、平野 貴子先生  講習内容：姿勢、ポイズ 

 

【神奈川ソシアルダンス教師協会】 会長 野本 雅裕 

開催日：2019年 10月 13日（日）10：00～12：00  会場：藤沢商工会館 ミナパーク 6階 

参加者数：6名 

講師：村松 昌弘先生  講習内容：Disco Foxの音楽の取り方と踊り方 

 

【鹿児島県ソシアルダンス教師協会】 会長 河野 勝文 

開催日：2019年 10月 13日（日）15：00～16：30  会場：鹿児島市中央公民館 

参加者数：35名 

講師：落合 広行先生  講習内容：ワルツの技術講習 

 

【静岡県インターナショナルダンス教師協会】 会長 鈴木 時雄 

開催日：2019年 10月 13日（日）13：30～15：30  会場：ひまわり社交ダンス研究会ホール 

参加者数：13名 

講師：村中 晃憲先生（当会所属フェロー） 

講習内容：スローフォックストロットのポピュラーバリエーションからなるアマルガメーション（1）、（2） 

       各 12小節を確認し、参加者全員でカップルチェンジしながら練習 

 

【西日本ダンススポーツ技術協会】 会長 尾上 恵美子 

開催日：2019年 10月 14日（月）13：30～16：00  会場：高石市立総合体育館 

参加者数：50名 

講師：尾上 武襄先生 

講習内容：ボールルーム ワルツ、タンゴ  ベーシックをふまえて 

 

【東京ダンススクール協同組合】 会長 伊藤 金四郎 

開催日：2019年 10月 23日（水）10：00~12：00        会場：ダンススタジオ・コネクト橘 

参加者数：25名 

講師：村田 雄基先生・マリア先生  講習内容：ラテンアメリカの変化について 

 

【熊本県ボールルームダンス協会】 会長 立石 亀八 

開催日：2019年 10月 27日（日）15：00～17：00   

会場：阿蘇の司ビラパークホテル＆スパリゾート 

参加者数：12名 

講師：矢野 大和氏（宮司）  講習内容：日本人の底力 笑って元気（話し） 
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【宮崎県ダンス教師協会】 会長 𠮷川 敏子 

開催日：2019年 10月 27日（日）13：00～15：00  会場：都城森林組合 

参加者数：22名 

講師：𠮷川 敏子先生 

講習内容：フォックストロット アソシエイト・ソロデモ 口頭試問 12題 

 

【大分県ソシアルダンス教師協会】 会長 朝久 賢一 

開催日：2019年 10月 27日（日）13：00～15：00       会場：ダンス教室 セブン岡村 

参加者数：22名 

講師：朝久 賢一先生、佐藤 和義先生 

講習内容：①ワルツの最新ルーティーン ②ルンバのフットワーク ③マナー、ダンス用語 

 

【西日本ダンス教師協会】 会長  平田 敬二 

開催日：2019年 11月 3日（日）12：00～14：00       会場：レッツダンスヒラタ 

参加者数：20名 

講師：平田 敬二先生 

講習内容：資格試験フェロー3番（ラテン、スタンダード）の踊り方、新教科書と旧教科書の違い 

 

【全岩手社交ダンス教師協会】 会長 堀合 一義 

開催日：2019年 11月 10日（日）13：00～16：00       会場：フジダンススクール 

参加者数：11名 

講師：藤 栄雄先生 

講習内容： ①基本ワルツ ②発展ワルツ ③みんな de サンバ ④みんな de チャチャチャ 

 

【北海道ダンス教師協会】 会長 和田 克夫 

開催日：2019年 11月 17日（日）13：00～15：00         会場：ボールルームマルヤマ 

参加者数：20名 

講師：日向 秀一先生、吉田 完滋先生、高玉 美紀先生、アシスタント沓澤 宏一先生 

講習内容：1、ワルツのポピュラーバリエーショングループ 

2、スローフォックストロットのコレオグラフィー 

3、ソロで踊るレクリエーションチャチャチャ 

4、3を発展させてペアで踊るチャチャチャ 

 

【大阪府舞踏教師協会】 会長 下山 正 

開催日：2019年 11月 17日（日）13：00～14：30       会場：セオダンススタジオ 

参加者数：10名 

講師：樋口 幹也先生  講習内容：ワルツにおけるベーシックステップ 
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【栃木県ダンススポーツ教師協会】 会長 高根澤 利夫 

開催日：2019年 12月 15日（日）11：00～12：00  会場：ゆうゆうプラザ 

参加者数：7名 

講師：会長 高根澤 利夫先生 

講習内容：2020東京オリ・パラに向けた障害者の芸術文化活動推進を応援する。 

車椅子ダンスの基本技術を体験する。 

 

【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：2020年 1月 5日（日）11：20～12：50  会場：京都市さざんか亭 

参加者数：15名 

講師：スタンダード 水谷 利雄先生、ラテン 北岡 淳平先生 

講習内容：スタンダード タンゴの基本ステップのリード方法 

       ラテン チャチャチャのシャッセとロックの踊り方 

 

【京都朱雀ダンス教師協会】 会長 武田 由美 

開催日：2020年 1月 5日（日）10：30～12：00  会場：ザ・パレスサイドホテル 

参加者数：14名 

講師：武田 由美先生 

講習内容：「リード（男子）」 タンゴ、ルンバ 

女子を、しっかりと安定した、かつ安全にリードができるように意識を向ける 

 

【京都ソシアルダンス教師協会】 会長 林 順清 

開催日：2020年 1月 11日（土）11：00～12：00  会場：タニダンススタジオ 

参加者数：19名 

講師：富田 わか香先生 

講習内容：メンバークラスのワルツのステップを基に、ホールドの組み方、フットワーク等の講習 

 

【秋田県舞踏教師協会】 会長 長谷川 清次 

開催日：2020年 1月 12日（日）14：00～17：00  会場：秋田まるごと市場 

参加者数：24名 

講師：長谷川 清次先生、佐々木 則子先生、大友 清和先生 

講習内容：教本を基に、ベーシックの確認・用語等の解釈について 

 

【京都ダンス教師協会】 会長 山本 恭大 

開催日：2020年 1月 12日（日）14：30～16：30  会場：ラボール京都 

参加者数：105名 

講師：仲秋 彰耀先生、仲秋 潤先生 

講習内容：フォックストロットを例にして、ボディーの使い方でダイナミックな動きを可能にする 

方法のレクチャー 

 



- 15 - 

 

【大分県ダンス教師協会】 会長 梅田 俊三 

開催日：2020年 1月 13日（月）10：00～12：00           会場：フレンドダンス教室 

参加者数：11名 

講師：梅田 宏俊先生、梅田 良二先生 

講習内容：ワルツ・ルンバ リード＆フォローについて 

 

【高知県社交ダンス教師協会】 会長 堀部 尚 

開催日：2020年 1月 19日（日）09：30～11：00  会場：高知会館 

参加者数：41名 

講師：矢野 壽男先生   

講習内容：パソドブレ 基礎 

 

【青森県社交ダンス教師協会】 会長 千葉 康一 

開催日：2020年 1月 26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：36名 

講師：（一社）青森県文化振興会議 専務理事 岸里フミエ氏 

講習内容：「（一社）青森県文化振興会議について」 

  芸術文化普及振興と県民文化高揚を目的とした事業内容及び県美術展での「キッ

ズ・ ジュニア」部門の設立等。 

 

【山梨県ダンス教師協会】 会長 松土 富雄 

開催日：2020年 1月 26日（日）13：00～17：00  会場：友遊学園 

参加者数：26名 

講師：中村 均先生、河野 奈緒美先生 

講習内容：ワルツ、ルンバ ベーシックステップとポピュラーバリエーションの身体の使い方 

 

【熊本県ダンス教師協会】 会長 井口 忠克 

開催日：2020年 1月 26日（日）10：00～12：00  会場：イグチダンススクール 

参加者数：10名 

講師：井口 忠克先生  講習内容：スタンダード、ラテンの基本について 

 

【山梨ダンス教授所教師協会】 会長 清水 一男 

開催日：2020年 2月 9日（日）13：00～15：00  会場：東公民館 

参加者数：12名 

講師：西原 光煕先生、西原 典子先生  講習内容：ルンバ、ワルツ 

 

【沖縄県社会人ダンス教師協会】 会長 運天 潔 

開催日：2020年 2月 16日（日）13：00～14：00  会場：タイガーダンス教室 

参加者数：8名 

講師：運天 潔先生  講習内容：ワルツ講習（エボリューション参考） 
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【神奈川県ソシアルダンス教師協会】 会長 野本 雅裕 

開催日：2020年 3月 15日（日）11：00～13：00  会場：ノモトダンスワールド 

参加者数：28名 

講師：村松 昌弘先生 

講習内容：ラテンベーシック（ルンバ） 

・バランス  ・ムービングフット＆サポーティングフットの使い方 

 

【奈良県舞踏教師協会】 会長 川本 美博 

開催日：2020年 3月 15日（日）13：30～16：30  会場：エスポワールダンススタジオ 

参加者数：14名 

講師：樋口 幹也先生、かおり先生 

講習内容：技術向上の基礎知識としてWDSF発行の教本はどうか？ 

（ボディーアクションと人体の解剖学的な）ピクチャーポーズについて 

 

【九州ダンス教師協会】 会長 峯 正義 

開催日：2020年 3月 22日（日）13：00～14：00  会場：北九州 E.Sダンス 

参加者数：18名 

講師：峯 正義先生  講習内容：ダンス教師資格について 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止策により、一部の教師協会では、来年度に延期されたところもあり

ます。 
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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 15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 

2019年 4月 14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 

2019年 4月 21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 

2019年 5月 19日（日） 滋賀県ダンス教師協会 
滋賀ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 

ミタニダンススタジオ 
奥野 友子 

2019年 5月 26日（日） 山梨県ダンス教師協会 友遊学園 松土 富雄 

2019年 6月 2日（日） 北海道ダンス教師協会 ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ S小池 和田 克夫 

2019年 6月 23日（日） 全岩手社交ダンス教師協会 前沢ふれあいセンター 堀合 一義 

2019年 7月 28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 

2019年 9月 29日（日） 滋賀県ダンス教師協会 
滋賀ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 

ミタニダンススタジオ 
奥野 友子 

2019年 10月 6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 

2019年 10月 6日（日） 全岩手社交ダンス教師協会 前沢ふれあいセンター 堀合 一義 

2019年 10月 6日（日） 秋田県舞踏教師協会 秋田まるごと市場 長谷川清次 

2019年 11月 24日（日） 山梨県ダンス教師協会 友遊学園 松土 富雄 

2019年 11月 24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 

2020年 2月 23日（日） 滋賀県ダンス教師協会 
滋賀ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 

ミタニダンススタジオ 
奥野 友子 

2020年 2月 23日（日） 全岩手社交ダンス教師協会 前沢ふれあいセンター 堀合 一義 
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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 

■北海道地域会（主催者：北海道ボールルームダンス教師協会） 

会場名 グループホームＳＯＲＡ 

訪問日 2019年１１月２３日 

訪問者 片沼正男・片沼陽子 他２名 

参加者 50名 

内 容 デモンストレーション、ワルツ。参加者全員で、マンボを踊り楽しみました。 

 

■東北地域会（主催者：青森県社交ダンス教師協会） 

会場名 社会福祉法人 伸康会 平成の家 

訪問日 2019年５月２９日 

訪問者 中山義崇・中山路坪子 

参加者 120名 

内 容 
1、健康体操教室  2、社交ダンス教室  3、アマチュア演技発表 

４、プロフェッショナル・デモンストレーション（W、T、Fの 3曲） 

 

■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 在宅介護支援センター たけむら・クローバー館 

訪問日 2019年 11月 9日 

訪問者 高根澤利夫・高根澤雅子 他 9名 

参加者 約 150名 

内 容 

同施設の文化祭に初めて依頼を受け、急遽訪問することになったが、スタッフの対応が

素晴らしく、車椅子ダンスは初めてであったにもかかわらず、ダンスの介助と、一緒に踊

り、楽しんで頂けた。クライアントの笑顔が素晴らしかった。 

 

■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 2019年 5月 18日 

訪問者 後藤敏一 他４名 

参加者 約 150名 

内 容 

車椅子ダンスを始めて一年となりました。柳沢富子さんとワルツのデモンストレーション。

一年の経過を実感しました。今年はボランティアを活動している若い職員の方が積極的

に動いて下さり、会場が盛り上がり、又、障がい者親子さんの参加に会場、終始拍手。

笑顔に包まれました。 
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■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 特別養護老人ホーム はにしな寮 

訪問日 2019年 9月 8日 

訪問者 後藤敏一 他 10名 

参加者 約 60名 

内 容 
毎年 9 月第 1 日曜日を訪問の日と約束し、「365 歩のマーチ」で行進。皆さんの手に触

れ交流を深め、車椅子ダンスにも心地よく体験して頂き、有意義な時間を過ごしました。 

 

■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 グループホーム サンタクロース 

訪問日 2019年 9月 16日 

訪問者 後藤敏一 他 3名 

参加者 約 30名 

内 容 

今年 2 回目の訪問。敬老の日のお祝いにソシアルダンスを見て楽しんで頂き、車椅子

ダンス体験にも積極的に乗って交流を深められて有意義な時間をスタッフの方と過ごせ

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 恵愛 地域交流ホーム 

訪問日 2019年 12月 19日 

訪問者 後藤敏一 他 6名 

参加者 約 80名 

内 容 
柳沢富子さんが地域活動に尽力されている行動に感動し、私達も参加し、改めて福祉

活動を認識し充実した時間を過ごせました。 

 

■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 さかきテクノセンター 

訪問日 2019年 12月 22日 

訪問者 後藤敏一・後藤正一 

参加者 約 100名 

内 容 
今年 1 年間の教師及び生徒の皆さんの集大成を披露し、今後の活動に繋がっていく

様、社交ダンスの普及と福祉活動にも交流を持っていける様に努めます。 
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■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 渋川公民館 

訪問日 2019年 11月 23日 

訪問者 緑川弥寿郎 他 6名 

参加者 21名 

内 容 毎年恒例となりました「ジョイフルダンスクラブ」（視覚障害者によるブラインドダンス）の演

技発表会が開催され、今年で第 13 回目となりました。13 組がそれぞれに演技を発表

し、緊張しながらも楽しみながら、今回の発表会に向けての練習の成果を披露しました。

最後には視覚障害者と晴眼者が全員総当たりでジルバを踊り、会場も出席者も盛大な

中で閉会しました。 

 

■中部地域会 （主催者：スターラインダンス教師協会） 

会場名 名古屋西幼稚園 

訪問日 2019年 10月 17日 

訪問者 武澤秀一・武澤幸子 

参加者 約 150名 

内 容 

保護者と園児でカップルとなり、ピアノの生演奏に合わせて、講師と共にペアダンスを披

露。文化芸術の体験を目的の事業。最後にワルツのデモンストレーションを参加者に披

露して、記念撮影して終了。 

 

■中部地域会 （主催者：スターラインダンス教師協会） 

会場名 ホテルナゴヤキャッスル（名古屋西幼稚園行事） 

訪問日 2019年 11月 24日 

訪問者 武澤秀一・武澤幸子 

参加者 約 300名 

内 容 
ピアノの生演奏に合わせて講師がペアダンスを披露。文化芸術の体験を目的の事業。

ワルツのデモンストレーションを園の行事参加者に披露して、記念撮影して終了。 

 

■中部地域会 （主催者：スターラインダンス教師協会） 

会場名 学校法人尾関学園 美里幼稚園 

訪問日 2020年 1月 20日 

訪問者 武澤秀一・武澤幸子 

参加者 約 200名 

内 容 

保護者と園児でカップルとなり、ピアノの生演奏に合わせて、講師と共にペアダンスを披

露。文化芸術の体験を目的の事業。最後にワルツのデモンストレーションを参加者に披

露して、記念撮影して終了。 
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■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 JA福井アクティブあぐりわかばデイサービス 

訪問日 2019年 5月 27日 

訪問者 小塙和恵 他 9名 

参加者 約 35名 

内 容 

ワルツ 2曲、タンゴ 3曲、ルンバ 2曲のデモンストレーション。カラオケ、懐メロ 10曲を歌

い、利用者の方々とジルバ、ブルース、マンボ、ワルツを皆で歌いながら踊って、楽しい

1時間 20分でした。 

 

■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 オアシス花園 

訪問日 2020年 1月 31日 

訪問者 小塙和恵 他 8名 

参加者 20名 

内 容 

利用者さんが全員、どうにか歩ける方々でブルース、ルンバを何曲かカラオケに合わせ

て一人一人と踊りました。デモンストレーションとして踊りを観るより、動きたい方が多いと

打ち合わせの時にわかりましたので踊りませんでした。一人一人は恥ずかしいとの事も

あり、輪になってマンボのような簡単なステップで動きました。とても喜ばれ、毎月でも参

加型のボランティアは大歓迎との事でした。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 リハビリデイサービス わかすぎ 

訪問日 2019年 4月 19日 

訪問者 茂和男 他 2名 

参加者 32名 

内 容 
リハビリデイサービス わかすぎの主任が評判を聞いて、是非一度、ダンス運動と社交ダ

ンスを見せて欲しいと要望があったため開催。参加者の皆さんに楽しんで頂きました。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 看護ステーションあさがお 

訪問日 2019年 5月 21日 

訪問者 茂和男 他 3名 

参加者 37名 

内 容 
マンボを踊った後、ワルツの曲で身体を動かしてもらいました。その後「ワルツ・スローフ

ォックスロット・ルンバ・タンゴ・チャチャチャ」のデモンストレーションを披露しました。 
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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 介護センター サンライフ小野谷 

訪問日 2019年 5月 29日 

訪問者 茂和男 他 3名 

参加者 32名 

内 容 
椅子に座ったままで準備運動をしてもらい、その後「ワルツ・タンゴ・チャチャチャ・サン

バ・ジルバ・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：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 介護老人保健施設 ひかりケアホーム 

訪問日 2019年 7月 3日 

訪問者 茂和男 他 3名 

参加者 40名 

内 容 
5 月に体験会を開催した所、是非続けて開催してほしいとの要望があったため、定期的

に開催することなりました。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 看護ステーションあさがお 

訪問日 2019年 7月 23日 

訪問者 茂和男 他 3名 

参加者 36名 

内 容 
椅子に座ったままで準備運動をしてもらい、その後「スローフォックスロット・ルンバ・ワル

ツ・チャチャチャ・タンゴ」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 介護センター サンライフ小野谷 

訪問日 2019年 8月 28日 

訪問者 茂和男 他３名 

参加者 29名 

内 容 
椅子に座ったままで準備運動をしてもらい、その後「スローフォックスロット・ワルツ・タン

ゴ・チャチャチャ・ジルバ」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：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 看護ステーションあさがお 

訪問日 2019年 8月 26日 

訪問者 茂和男 他 3名 

参加者 38名 

内 容 
椅子に座ったままで準備運動をしてもらい、その後「スローフォックスロット・ルンバ・タン

ゴ・チャチャチャ・ワルツ・ジルバ」のデモンストレーションを披露しました。 
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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 介護センター サンライフ小野谷 

訪問日 2019年 12月 14日 

訪問者 茂和男 他３名 

参加者 48名 

内 容 
スタッフの協力もあり、全員で運動をした後、我々の踊りと音楽を楽しんでもらいました。

皆さん、良い顔をしていました。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 介護老人保健施設 ひかりケアホーム 

訪問日 2019年 12月 21日 

訪問者 茂和男 他３名 

参加者 32名 

内 容 
普段、あまり体を動かしていないようなので、無理にならない程度に音楽に合わせて全

身運動してもらいました。クリスマスの音楽で踊りを楽しんでもらいました。 

 

■中部地域会 （主催者：福井県社交ダンス教師協会） 

会場名 看護ステーションあさがお 

訪問日 2020年 2月 15日 

訪問者 茂和男 他 3名 

参加者 43名 

内 容 本年１回目という事で多くの人が待っていてくれ、皆さんのご協力を得ました。 

 

■近畿地域会 （主催者：南近畿舞踏教師協会） 

会場名 社会福祉法人・まほろば 特別養護老人ホーム 美休 

訪問日 2019年 6月 23日 

訪問者 横山安雄・受田真澄 他 6名 

参加者 50名 

内 容 

ワルツ、タンゴ、スローフォックスロット、ルンバの 9曲デモンストレーションを披露し、その

後、入居者にスタッフにも参加してもらい、ブルース及びジルバのステップを指導し、皆

で楽しく踊りました。車椅子の人にもフォローしながら踊ると喜んで頂き、若い時のような

笑い声と楽しさを知って頂き、大変喜んでいました。又、ドレスを見て、美しいと本当に

心の底から喜びと感動をして頂き、私達もボランティア活動を続けて行きます。 
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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 大津市立木戸小学校 

訪問日 2019年 6月 25日 

訪問者 奥野友子 他数名 

参加者 90名 

内 容 

小学 4 年生 2 クラスでの親子フォーラム。ほぼ全員の親子が集結。三谷組のデモンスト

レーションを見て、「練習量や気を付けている事等」質問。親子でワルツ・マンボを体験。

親子での触れ合いが自然と出来たと喜んで頂いた。 

 

■近畿地域会 （主催者：滋賀県ダンス教師協会） 

会場名 草津市立玉川小学校 

訪問日 2019年 11月 19日 

訪問者 奥野友子 他数名 

参加者 200名 

内 容 

小学低学年の親子活動。大勢だったので、４ブロックに分けてマンボを踊った。易しいス

テップを１段階ごとにクリアしていくと共に、見せ合いっこすることでライバル心をくすぐ

り、集中力が切れることなく楽しい雰囲気の中で楽しめた。最後に、訪問者皆に手作りメ

ダルをかけてもらい嬉しかったです。 

 

■四国地域会 （主催者：高知県社交ダンス教師協会） 

会場名 グループホーム南十字星 

訪問日 2019年 7月 14日 

訪問者 岩原和枝、楠瀬みき恵、窪添佐恵子、大石みどり 

参加者 23名 

内 容 

はじめにジャイブ＆ジルバのデモンストレーションを行い、スローフォックスロット、サンバの

デモンストレーションの後、マンボタイムで皆さんに動かせる範囲で体を動かして頂きまし

た。最後にルンバのデモンストレーションを行いました。  

 

■四国地域会 （主催者：高知県ダンス教師協会） 

会場名 中野保育園 

訪問日 2019年 12月 4日 

訪問者 金岡真理 他 15名 

参加者 95名 

内 容 

プログラムによるデモンストレーションは意外と園児達に好評で、音楽は先日の運動会の曲

も使ったので手拍子、笑い声等で声援を受けた。その後、子供向けの音楽を使いマンボを

踊り、大いに盛り上がった。園長先生からお礼の言葉と共に子供達がマンボは踊れそうとの

こと。 
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■四国地域会 （主催者：高知県ダンス教師協会） 

会場名 ちばさんセンター 

訪問日 2019年 12月 8日 

訪問者 金岡真理 他１３名 

参加者 ３０名 

内 容 
初めて社交ダンスを見る人もあり喜んでもらえた。最後のマンボ大会は盛り上がった。主催

者サイドの役員の方も楽しそうに踊ってくれた。 

 

■九州地域会 （主催者：熊本県社交ダンス教師協会） 

会場名 特別養護老人ホーム 南風苑 

訪問日 2019年１０月２１日 

訪問者 水野総一郎・竹本隆二・宮本清美 他 ウェルフェアダンス講座生９名 

参加者 １６０名 

内 容 

施設で行う誕生会に合わせて、社交ダンスのデモンストレーションとウェルフェアダンスを楽

しんでもらい、音楽とリズムで体を動かし、日々のストレスと運動不足解消およびリハビリに役

立てることを目的に行った。 

【デモンストレーション】 １、スクエアルンバ ２、ルンバ ３、花笠音頭 

４、オペラ座の怪人（オリジナル・オペラ風タンゴ） ５、チャチャチャ 

【施設の利用者様とみんなで踊ろう】 手話ダンス・車椅子ダンス 

 

（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 

2019年 7月 27日（土） 10：30～12：30 田無ジョナサン 4名 

2019年 11月 24日（日）    同上    同上 3名 

2020年 1月 26日（日）    同上    同上 4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。 
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 （新規認定者） 

年度末 3月の講習会にてウェルフェアダンス指導員資格試験を予定していたが、コロナウイルス問題に

て開催が中止となった為認定者はありませんでした。 

現在、プロ・アマチュアを合わせ、インストラクター 19名  コミュニティ 18名   計 37名にて活動中。 

 

 （イベント参加） 

１、6月 16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」へ参加し、社交ダンス、車いすダンス、手話ダンスの技術発表をした。委員会神奈川支部主催 

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。 

3、10月 29日（金）「三者・生き方フェスティバル in埼玉」へ川越車いすダンス「三者の会」（ウ

ェルフェア：埼玉）として参加。技術発表と車いすダンス講習会を行う。 

 

 （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。 

 全ダ連本部を中心に長野支部、神奈川支部、香川支部、熊本支部の 5部の他、秋田・川越・西東京・足

立・世田谷・京都・豊中に地域活動の拠点を設け、福祉施設の定期訪問や、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。 

 特に香川支部に於いては、車いす社交ダンス研究会「グッドスマイル」を設立し、プロ・ダンス教師並びに

アマチュアの支援者を集い、障がい者施設・養護施設等への訪問活動を活発に開始している。その活動

については、ダンスビュー4月号 P80・5月号 P47に紹介されている。 

 

 

 

 

７ 出版事業 

 消費税が 10％に改定されたことから、全ダ連に於ける全ての価格の見直しを行い、それに伴い教本・教

材の価格表を改定し、全国の教師協会へ通達した。 

全ダ連のホームページの見直しを行い、会員の皆様へのサービス機能として、各種申請書等をプリント・ア

ウト出来る内容を拡大した。 （全ダ連だより第 22号にて紹介） 
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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審査員講習及

び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：京都ロイヤルダンス教師協会 

■主催者：京都ダンススポーツ教師協会 

■主催者：全関西ダンス教師連盟 

試験実施日：2019年 10月 6日（日） 13：00～14：00  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：3名 

 

 （2）ＡＮＡＤアマチュア指導員資格試験審査員講習 

■主催者：京都ロイヤルダンス教師協会 

■主催者：京都ダンススポーツ教師協会 

■主催者：全関西ダンス教師連盟 

試験実施日：2019年 10月 6日（日） 14：00～17：00       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：11名 

 

 （3）認定者の総数 

2019年度末、ANADアマチュア指導員総数 246名 

2019年度末、ANADアマチュア指導員資格審査員数 136名 

 

 （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：2019年 4月 21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：社交ダンスの歴史・背景について  

 

【愛知コルテオダンス教師協会】 会長 青木一三 

開催日：2019年 5月 12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：パーティーダンス講習及び 

                                           ハートフルエクササイズ 

 

【グローバルダンス協会教師会】 会長 大野好夫 

開催日：2019年 7月 7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：タンゴの踊り方について 
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【グローバルダンス協会教師会】 会長 大野好夫 

開催日：2020年 2月 9日（日）               会場：三郷公民館 

参加人員数：9名 

講師：大野好夫・大野彰子                 講習内容：ブルースの踊り方について 

 

 

 

 

９ ダンス普及事業（ダンス普及委員会） 

（後援事業） 

■2020年 4月 29日（月・祝） 開催「第 8回京都市長杯争奪戦 ダンスフェスティバル IN 京都、

第 6 回京都ロイヤルダンス教師協会ダンスフェアー」を全ダ連として後援。 会場：京都 KBS 大

ホール 主催：京都ロイヤルダンス教師協会 

■2019 年 6 月 24日（日）開催「輪（WA）～っと！ふれあいダンス交流会」を後援。福祉ダンス

を中心としたダンス交流。会場：杜のホールはしもと（相模原市） 主催：ウェルフェアダンス神

奈川支部 

■2019年 11月 4日（月・祝） 開催「第９回京都市長杯争奪戦 ダンスフェスティバル IN 京都」

を同じく後援した。その中でプロ・アマ両部門のラテン・スタンダード競技大会を併催した。 

■2019年 12月 22日（日）開催「ソシアル＆車いす ダンスフェスティバル」を公認。 会場：さ

かきテクノセンター（長野県） 主催：長野県スポーツダンス教師協会 

それぞれの後援事業に付いては、開催パンフレットと共に開催報告書が提出されており、各大会が

大勢の参加を頂き、成功裡に終わった事が報告されている。 

 

 

 

 

１０ 諸会議等の開催 

【第 1回理事会】 

日 時 2019年 5月 9日（木）13：30～17：00 

会 場  生涯学習センター ばるーん 305 

出席者  13名 

欠席者  4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 30年度事業報告承認に関する件 

 第 3号議案 平成 30年度財務諸表等報告承認に関する件 

 第 4号議案 委員会規程に関する件 

 第 5号議案 新規入会に関する件 

 第 6号議案 賛助会員から正会員への移行に関する件 

 第 7号議案 会員数に応じた会員区分に関する件 

 その他 
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【定時総会】 

日 時 2019年 5月 31日（金） 13：00～14：10 

会 場  弘済会館 萩 

出席者  56名（委任出席含む） 

欠席者  18名 

議 事 
 第 1号議案 平成 30年度事業報告承認に関する件 

 第 2号議案 平成 30年度収支決算報告承認に関する件 

【第 2回理事会】 

日 時 2020年 3月 5日（木） 13：30～16：55 

会 場  生涯学習センターばるーん 304 

出席者  9名 

欠席者  8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 2020年度事業計画案承認に関する件 

 第 3号議案 2020年度収支予算書案承認に関する件 

 第 4号議案 年会費改定に関する件 

 第 5号議案 各規程の見直しに関する件 

 第 6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 2020年 3月 26日（木） 13：30～15：15 

会 場  生涯学習センター ばるーん 305 

出席者  53名（委任出席含む） 

欠席者  21名 

議 事  第 1号議案 2020年度事業計画に関する件 

 第 2号議案 2020年度収支予算に関する件 

 第 3号議案 年会費改定に関する件 

 

 

 

１１ 会員の入退会 

 【入会 1件】 

・ 令和プロフェッショナルダンス教師協会 会長 玉置朝啓 

 【退会 2件】 

・ 信州スポーツダンス教師協会 

・ 静岡県ダンス教師協会 

 

 

 

１２ 会員資格の喪失 

・ 神奈川県ダンススポーツ協会 会長 廣田博 


