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2021年度事業報告書 

自 2021年 4月 1日 

至 2022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 

前期試験実施日：2021年 7月 16日（金） （東京地域会のみ実施） 

後期試験実施日：2021年 11月 11日（木） 

地域会 会場 試験管理員 認定講習受験者 昇級試験受験者 

北海道 実施無し 

東北 実施無し 

北関東 実施無し 

南関東甲信越 実施無し 

東京 
（前期）深川江戸資料館 村松 昌弘 4名 2名 

（後期）砂川文化センター 小川 純 2名 7名 

中部 実施無し 

近畿 
実技：スタジオワイズ 

学科：キャンパスプラザ京都 
奥野 友子 6名 1名 

中国 実施無し 

四国 ふれあい健康館 葛西 康良 4名 2名 

九州 
トミタボールルームダンス 

アカデミー 
野本 雅裕 4名 0名 
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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。 

  

（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 

267 1 20 248 

（ジュニアダンス普及指導員） 

2022年 3月 31日現在、45名。 

【ジュニア育成教室認定委員会の活動報告】 

委員会が 2020 年度末に刊行した「ジュニアダンスの手引き・事例集」について、ジュニア委員を対象に

アンケートを実施した。アンケートでいただいたご意見を精査すると共に、今後の取り組みとしてご希望の

多かった動画編集に取り掛かることで共通認識した。 

 

【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促進および契約継続を促した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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内容の

掲載を行った。また、メールマガジンの配信を行った。 

（２） 会報誌「全ダ連だより第 24号」を 2022年 3月に制作し会員へ発送した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

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 

開催日：2021年 8月 2日（月）午後  会場：文京区民センター 

参加者数：49名 

講師：村松 昌弘 

講習内容：メンバー試験フィガーの解説（1） 

 

（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。 

■北海道地域会 

【北海道ボールルームダンス教師協会】 会長 片沼 正男 

開催日：2021年 6月 27日（日）13：30～15：30  会場：片沼ダンススクール 

参加者数：15名 

講師：片沼 正男、片沼 洋子 

講習内容：2020年度分 ワルツ、2021年度 タンゴ 

 

■東北地域会 

【秋田県舞踏教師協会】 会長 関本 政義 

開催日：2022年 1月 9日（日）14：00～17：00  会場：秋田まるごと市場 

参加者数：22名 

講師：長谷川 清次、関本 政義、大友 清和 

講習内容：アマチュアダンス技術検定試験のアマルガメーション実技講習 

シルバー級 モダン＆ラテン全種目 

 

【全岩手社交ダンス教師協会】 会長 堀合 一義 

開催日：2021年 7月 4日（日）14：00～15：00  会場：フジダンススクール 

参加者数：15名 

講師：藤 栄雄 

講習内容：JBDF2020サマーセミナー、スローフォックストロット 発展型 

 

【全岩手社交ダンス教師協会】 会長 堀合 一義 

開催日：2021年 11月 14日（日）14：00～15：00  会場：フジダンススクール 

参加者数：15名 

講師：藤 栄雄 

講習内容： クイックステップ キャスルウォーク、オーバースウェイ、ペンデュラムポイント、 

   ウッドペッカー、ペンデュラムスウィング、ペパーポイント 
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【南東北社交ダンス教師協会】 会長 野村 国雄 

開催日：2021年 11月 21日（日）9：00～13：00  会場：若林区文化センター 

参加者数：9名 

講師：菊田 善巳 

講習内容：メダルテスト用モダン・ラテンの解説 

 

■北関東地域会 

【茨城県ソシアルダンス教師協会】 会長 白石 恵子 

開催日：2021年 4月 5日（月）10：00～12：00  会場：取手市立青少年ホーム 

参加者数：17名 

講師：谷平 国昭 

講習内容：資格試験に伴う受験内容の講習 

ワルツ、チャチャチャの基本及びミニルーティンでのレッスン 

 

【茨城県ソシアルダンス教師協会】 会長 白石 恵子 

開催日：2022年 3月 15日（火）10：00～12：00  会場：取手市立青少年ホーム 

参加者数：17名 

講師：谷平 国昭 

講習内容：資格試験に伴う受験内容の講習 

タンゴ、ルンバの基本及びミニルーティンでのレッスン 

 

【栃木県ダンススポーツ教師協会】 会長 髙根澤 利夫 

開催日：2021年 12月 5日（日）11：00～12：00  会場：総合運動公園体育館 

参加者数：4名 

講師：藤沼 彰（医師 栃木市藤沼医院理事長） 

講習内容：高齢者・障がい者とスポーツ 

 

■南関東甲信越地域会 

【神奈川県ソシアルダンス教師協会】 会長 野本 雅裕 

開催日：2021年 3月 14日（日）11：00～13：00  会場：ノモトダンスワールド 

参加者数：17名  講師：村松 昌弘 

講習内容：パソ ・トゥイストターンとトゥイストの違いについて ・レフトフットバリエーション 

          ・シックスティーン 

 

【神奈川県ソシアルダンス教師協会】 会長 野本 雅裕 

開催日：2021年 10月 24日（日）10：00～12：00  会場：ノモトダンスワールド 

参加者数：17名 

講師：村松 昌弘 

講習内容：チャチャチャ・シャッセの形の変化 

・ロンデシャッセ ・ヒップトゥイストシャッセ ・スリップクローズシャッセ について 
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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：2022年 3月 13日（日）11：00～13：00  会場：ノモトダンスワールド 

参加者数：17名 

講師：村松 昌弘 

講習内容：・筋肉に存在し筋トレを行うと分泌が活性化されるホルモンについて 

       ・ワルツのウィーブについて 

 

【長野県ダンス教師協会】 会長 下崎 喜一郎 

開催日：2021年 6月 13日（日）14：00～17：00  会場：長野運動公園 アクアウィング 

参加者数：11名 

講師：1，下崎 喜一郎 2，小野田 光男 

講習内容：1，（公社）全日本ダンス協会連合会からの諸通知について 

  2，実技講習 モダン・ラテン技術講習会 

 

【長野県スポーツダンス教師協会】 会長 後藤 敏一 

開催日：2021年 11月 7日（日）10：00～14：00  会場：坂城町文化センター 

参加者数：16名 

講師：後藤 敏一、後藤 正一 

講習内容：ライセンシエイト サンバ No.1～4、ソロデモ解説、リードの仕方 

 

【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：2021年 6月 19日（土）14：30～16：30  会場：シノダソシアルダンス 

参加者数：16名 

講師：篠田 健一、尾崎 みずほ 

講習内容：サンバ ライセンシエイトの 1～3 

 

■東京地域会 

【東京ダンススクール協同組合】 会長 伊藤 金四郎 

開催日：2021年 11月 9日（火）10：00～12：00  会場：ダンススタジオ・コネクト橘 

参加者数：18名 

講師：鈴木 佑哉、原田 彩華 

講習内容：「これからのラテンダンス続編」 

 

【東京社交舞踏教師協会】 会長 村松 昌弘 

開催日：2021年 8月 1日（日） 

参加者数：45名 

講師：村松 昌弘 

講習内容：パソドブレの“ツイストターン”と“ツイスト”の違いについて 

  全会員に作製した DVDを配布し、研修会の代わりとした。 
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【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：2022年 1月 10日（月）12：00～13：20  会場：東京都立産業貿易センター 

参加者数：30名 

講師：山本 千恵子  講習内容：スタンダードのバランスの取り方等 

 

【沖縄県社会人ダンス教師協会】 会長 運天 潔 

開催日：2022年 2月 20日（日）13：00～14：00  会場：タイガーダンス教室 

参加者数：10名 

講師：運天 潔   講習内容：スタンダード・フォックストロット講習 

 

■中部地域会 

【グローバルダンス教師協会】 会長 大野 好夫 

開催日：2021年 6月 13日（日）14：00～15：00  会場：三郷公民館 

参加者数：7名 

講師：大野 好夫、大野 彰子 

講習内容：コロナ禍におけるレッスンの仕方について 

 

【愛知コルテオダンス教師協会】 会長 青木 一三 

開催日：2021年 5月 30日（日）10：00～12：00  会場：平針公民館 

参加者数：10名 

講師：鈴木 智隆   講習内容：ダンステクニックに思う～自然への回帰 

 

【スターラインダンス教師協会】 会長 武澤 秀一 

開催日：2021年 4月 18日（日）13：00～15：00  会場：ドリームダンススタジオ 

参加者数：8名 

講師：武澤 秀一   講習内容：第 2回（タンゴ）WDSF教本の考察、実技等 

 

【スターラインダンス教師協会】 会長 武澤 秀一 

開催日：2022年 3月 27日（日）13：00～15：00  会場：ドリームダンススタジオ 

参加者数：8名 

講師：武澤 秀一   講習内容：第 2回（ワルツ）WDSF教本の考察、実技等 

 

【静岡県社交ダンス教師協会】 会長 深澤 充子 

開催日：2021年 7月 25日（日）13：30～15：30  会場：長崎新田スポーツ交流センター 

参加者数：24名 

講師：深澤 充子、青木 謁夫 

講習内容：「ラテン ダブルス ベーシック アマルガメーション」 

全国的にも注目が集まっているラテンダブルスで、カップルの組むフィガーを極力減ら

したステップを講習。 
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【静岡県社交ダンス教師協会】 会長 深澤 充子 

開催日：2022年 3月 13日（日）9：30～11：30  会場：東静岡グランシップ 

参加者数：26名 

講師：奥村 三郎 

講習内容：「ダンスのひみつ」 モダンとラテンの体重移動方法やタイミングの取り方等、 

基本的なテクニックについて。 

 

【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：2021年 10月 10日（日）13：30～14：30  会場：ひまわり社交ダンス研究会ホール 

参加者数：15名 

講師：村中 晃憲 

講習内容：ソーシャルリズムを 1曲分実演。旧教科書記載のフィガー他、バリエーションを用いる。

バリエーションフィガーの 1つについて解説を行う。 

 

【ジョイナス岐阜ダンス教師協会】 会長 杉本 寧 

開催日：2021年 7月 25日（日）11：30～14：00  会場：トレイニングルーム華石 

参加者数：22名 

講師：粟野 瞳（ヨガ指導者） 

講習内容：各種呼吸法とストレッチ（Part2） 

 

【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：2021年 6月 13日（日）10：30～16：00  会場：福井フラワーダンススタジオ 

参加者数：9名 

講師：小塙 和恵 

講習内容：今の時代をいろんな意味で（自分、生徒）生き抜く為に 11月頃にパーティー開催決定。 

       内容もほぼ詳細に検討し、決定した。 

 

■近畿地域会 

【大阪府舞踏教師協会】 会長 下山 正 

開催日：2021年 6月 13日（日）13：00～14：30  会場：ラインダンススクール 

参加者数：20名 

講師：市川 登喜雄、市川 智美 

講習内容：バウンスフォーラウェイの定義（動画配信） 

 

【大阪府舞踏教師協会】 会長 下山 正 

開催日：2021年 11月 14日（日）13：00～15：00  会場：ラインダンススクール 

参加者数：25名 

講師：村上 貞正 

講習内容：メンバー教師試験、口頭試問 

 



- 8 - 

 

【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：2021年 10月 10日（日）13：00～14：45  会場：大正会館 

参加者数：71名 

講師：ラテン：中西 英行、スタンダード：澤久 勇二 

講習内容：「アドテク ラテン」ルンバのフィガー、「アドテク スタンダード」タンゴのフィガー 

 

【関西ソシアルダンス教師協会】 会長 植田 倫光 

開催日：2021年 4月 18日（日）14：00～16：00  会場：平野産業会 

参加者数：9名   講師：植田 倫光、植田 敦子 

講習内容：デモンストレーションにおけるエントリーの考え方・組み方 

 

【南近畿舞踏教師協会】 会長 横山 安雄 

開催日：2021年 5月 30日（日）10：00～13：15  会場：横山スタジオ 

参加者数：16名 

講師：武智 厚樹、古下 千鶴 

講習内容：ダンスの基本の足形を更に大きく見せる場合のインナーの使い方 

浮遊感のあるダンスと流れていくボディーダンスについて 

 

【姫路白鷺スポーツダンス教師協会】 会長 三海 秀敏 

開催日：2021年 9月 5日（日）        会場：会員自宅 

参加者数：14名 

講師：三海 秀敏 

講習内容：コロナ状況について各先生の報告、筆記試験による書類（協会で作成）の提出 

 

【京都ソシアルダンス教師協会】 会長 林 順清 

開催日：2022年 1月 8日（土）11：00～12：00  会場：タニダンススタジオ 

参加者数：15名 

講師：山本 喜洋   講習内容：ベーシックステップを使った基礎的な内容 

 

【京都ロイヤルダンス教師協会】 会長 松岡 徹二 

開催日：2021年 12月 20日（月）～1月 8日（土） 

参加者数：50名 

講師：植畑 祐介、平野 貴子 

講習内容：オンライン（協会公式 Youtubeチャンネル）にて 

  スタンダードのボディーの動き ナチュラル系フィガー、リバース系フィガー 

 

【西日本ダンススポーツ技術協会】 会長 尾上 恵美子 

開催日：2021年 7月 25日（日）11：00～12：30  会場：ダンスカンパニーオノエ 

参加者数：15名 

講師：金谷 仁、川崎 智代   講習内容：ルンバの基本 
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【西日本ダンススポーツ技術協会】 会長 尾上 恵美子 

開催日：2021年 10月 21日（木）10：30～12：00  会場：STダンススタジオ 

参加者数：30名 

講師：尾上 襄史 

講習内容：スタンダードベーシック 

 

【京都ダンススポーツ教師協会】 会長 長尾 勝則 

開催日：2021年 11月 28日（日）10：30～11：50  会場：京都西京文化会館ウェスティー 

参加者数：20名 

講師：椎屋 充由、西村 郁美 

講習内容：タンゴ、スローフォックストロットの基本ステップ 

 

【全関西ダンス教師連盟】 会長 井上 博司 

開催日：2021年 4月 18日（日）12：30～14：00  会場：ダンススタジオ OZ 

参加者数：13名 

講師：井上 博司 

講習内容：スタンダードについて スウィング・ターン・スウェイに関し、身体・脚の使い方及び 

セカンドドライブについて 

 

【奈良県舞踏教師協会】 会長 川本 美博 

開催日：2021年 7月 25日（日）～31日（土）  会場：各自宅（資料送付） 

参加者数：14名 

講師：川本 美博 

講習内容：第一章 ダンスの起源、ベリーダンス・フラの起源 

  第二章 世界の様々なダンス、各ダンスの特徴 

  第三章 ボールルームダンスの起源、各種目別の特徴、まとめ 

 

【西部日本ダンススポーツ協会】 会長 坂口 昇 

開催日：2021年 7月 25日（日）16：00～18：00  会場：美園ホール 

参加者数：10名 

講師：坂口 昇 

講習内容：ワルツの基礎的な技術についての理解を深める。 

特にナチュラルスピンターンについて 

 

【滋賀県ダンス教師協会】 会長 奥野 友子 

開催日：2021年 4月 18日（日）14：30～15：30  会場：草津市民交流プラザ 大会議室 

参加者数：30名 

講師：長瀬 あかね（ヨガインストラクター） 

講習内容：「椅子ヨガ」でのストレッチ 
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■中国地域会 

【山口県ダンス・スポーツ教師協会】 会長 本江 祐二 

開催日：2022年 1月 16日（日）14：00～16：00  会場：ミリオンダンス教室 

参加者数：7名 

講師：藤本 常則 

講習内容：ラテン種目、スタンダード種目それぞれのベーシックを講習。 

       受講者からの質問に対して全員で答えを導き出すワーキンググループ形式の講習。 

 

【鳥取県ダンス教師協会】 会長 山口 隆造 

開催日：2021年 7月 21日（日）            会場：各自宅（資料送付） 

参加者数：13名 

講師：山口 隆造 

講習内容：1，アメリカンスムース 2，ラテン・ダブルス 

 

■四国地域会 

【高知県社交ダンス教師協会】 会長 堀部 尚 

開催日：2021年 5月 16日（日）10：30～12：00  会場：コムダンススタジオ 

参加者数：33名 

講師：矢野 壽男 

講習内容：タンゴの基礎 

 

【高知県社交ダンス教師協会】 会長 堀部 尚 

開催日：2022年 1月 16日（日）9：30～11：00  会場：高知会館 

参加者数：33名 

講師：徳久 譲二 

講習内容：ワルツ基本 

 

【高知県ダンス教師協会】 会長 伊藤 澄夫 

開催日：2021年 5月 23日（日）10：00～11：00      会場：Y＆Mダンススクール 

参加者数：8名 

講師：金岡 真理 

講習内容：Wのバランス感覚を養う練習の方法、Wで同じ曲を使って表現の独創性、 

Rを踊ってみよう 

 

【愛媛県ダンス教師協会】 会長 長井 健次 

開催日：2021年 6月 20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：17名 

講師：長井 健次、長井 奈保子 

講習内容：スローの音のとり方とニュールーティーンの踊り方 
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■九州地域会 

【福岡県社交舞踏教師協会】 会長 佐伯 浩一朗 

開催日：2021年 4月 25日（日）13：00～15：00  会場：サエキダンスアカデミー 

参加者数：14名 

講師：麻生 貴夫   講習内容：メダルテストルーティンについて 

 

【九州ダンス教師協会】 会長 峯 正義 

開催日：2021年 4月 4日（日）13：30～14：30  会場：三原文化会館 

参加者数：17名 

講師：峯 正義   講習内容：会議の進行について 

 

【西日本ダンススクール協同組合】 会長 安信 富士子 

開催日：2021年 7月 18日（日）13：00～15：00  会場：安信ダンス教室 

参加者数：12名 

講師：大下 隆生（カイロプラクティック院長） 

講習内容：ダンスパフォーマンス向上のコツについて 対策と予防法、 

  コロナ禍における健康管理の為のエクササイズ 

 

【福岡県社交ダンス教師協会】 会長 小森 勉 

開催日：2022年 1月 23日（日）14：00～15：00  会場：ダンススタジオ VM 

参加者数：14名 

講師：鈴木 剛 

講習内容：ラテンダンスの基本 姿勢・リズム・ヒップムーブメント・ウォークなど 

 

【ユニバーサルダンス教師協会】 会長 岩橋 慎二 

開催日：2021年 7月 18日（日）14：00～16：00  会場：DANCE LaBo 

参加者数：20名 

講師：河原 剛 

講習内容：スローフォックストロット、ダンス全般の歩行術 

 

【九州社交舞踏教師協会】 会長 石橋 麻子 

開催日：2021年 4月 18日（日）13：00～15：00  会場：小郡会館 

参加者数：16名 

講師：森 眞州美   講習内容：基本を学ぶ 

 

【西九州社交ダンス教師協会】 会長 西山 友教 

開催日：2022年 3月 6日（日）14：00～17：00  会場：小森野校区コミュニティーセンター 

参加者数：13名 

講師：西山 友教、新川 紘子 

講習内容：ボールルーム、ラテンアメリカン ベーシックフィガー及び簡単なルーティンの踊り方 
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【長崎県社交舞踏教師協会】 会長 佐藤 順子 

開催日：2021年 8月 29日（日）13：00～17：00  会場：タイガーダンススタジオ 

参加者数：17名 

講師：佐藤 順子 

講習内容：教師試験アソシエイト ソロ試験①②③ 

 

【熊本県ダンス教師協会】 会長 井口 忠克 

開催日：2022年 1月 16日（日）15：00～17：00  会場：イグチダンス教室 

参加者数：9名 

講師：井口 忠克、井口 裕樹 

講習内容：ワルツ・ルンバの基本及びバリエーション 

 

【大分県プロスポーツダンス協会】 会長 薬師寺 誠治 

開催日：2021年 7月 18日（日）10：00～12：00  会場：S+Tダンススポーツ 

参加者数：6名 

講師：薬師寺 誠治 

講習内容：アドテク モダン 26ページ～33ページ、ラテン 36ページ～43ページ 

 

【大分県ソシアルダンス教師協会】 会長 朝久 賢一 

開催日：2021年 10月 24日（日）13：00～15：00  会場：セブン岡村ダンススタジオ 

参加者数：17名 

講師：朝久 賢一、佐藤 和義 

講習内容：・スタンダード メンバー教本よりタンゴ、スロー 

  ・ラテン メダルテスト 5級～1級 

 

【宮崎県ダンス教師協会】 会長 𠮷川 敏子 

開催日：2021年 5月 23日（日）13：00～14：00  会場：都城市松山ダンス教室 

参加者数：12名 

講師：𠮷川 敏子 

講習内容：他のダンスに共通するフィガーズ 

 

【鹿児島県ソシアルダンス教師協会】 会長 河野 勝文 

開催日：2021年 11月 7日（日）12：00～13：00  会場：鹿児島県ソシアルダンス教師協会 

参加者数：23名 

講師：吉田 徹郎 

講習内容：おはら祭参加用のダンス、タンゴとルンバのショーダンス振付、 

曲に合わせて種目の構成と音楽のタイミング等。 

 

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止策により、一部の教師協会では延期された。 
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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。 

   

  開催実施報告 

開催日 主催教師協会名 主催会長名 会 場 

2021年 4月 4日(日) 秋田県舞踏教師協会 長谷川清次 
午前：セキモトﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ 

午後：佐々木ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ 

2021年 4月 11日(日) 秋田県舞踏教師協会 長谷川清次 
午前：ﾀﾞﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ･タケウチ 

午後：タツミダンススタジオ 

2021年 4月 18日(日) 福島県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ協会 小林 純子 佐藤ダンス教室 

2021年 5月 25日(日) 滋賀県ダンス教師協会 三谷 恵一 

南：滋賀ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 

ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ 

北：ミタニダンススタジオ 

2021年 7月 4日(日) 全岩手社交ﾀﾞﾝｽ教師協会 堀合 一義 フジダンススクール 

2021年 9月 19日(日) 福島県社交舞踏教師協会 石井 銀美 渋川住民センター 

2021年 9月 26日(日) 滋賀県ダンス教師協会 三谷 恵一 アヤハレークサイドホテル 

2021年 10月 10日(日) 秋田県舞踏教師協会 関本 政義 
午前：佐々木ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ 

午後：タツミダンススタジオ 

2021年 10月 17日(日) 秋田県舞踏教師協会 関本 政義 
午前：セキモトﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ 

午後：ｶﾙﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ秋田 

2021年 11月 14日(日) 全岩手社交ﾀﾞﾝｽ教師協会 堀合 一義 フジダンススクール 

2021年 11月 21日(日) 福島県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ協会 小林 純子 佐藤ダンス教室 

2022年 2月 27日(日) 滋賀県ダンス教師協会 三谷 恵一 能登川アリーナ 
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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、例年は各地域会を通じて高齢者施設や福祉施設を訪問しているが、2021年度においてはコロ

ナ禍により休止せざるを得なかった。各自ダンス講習会等は実施した。また、ジュニアを対象としたダンス及

びダンスエチケットの講習会は開催した。 

 

（1）会員主催の公益事業 

■北関東地域会（主催者：栃木県ダンススポーツ教師協会） 

訪問日：2021年 12月 5日（日）  会場：総合運動公園 総合体育館・サブアリーナ 

訪問者：髙根澤 利夫、髙根澤 雅子、鈴木 典子 

参加者：30名 

内 容：「2022.10.30 いちご一会とちぎ大会 第 22回全国障害者スポーツ大会 オープン競技 

車椅子ダンス」に向けて、リハーサル大会を実施。無観客、競技者の募集は行わず、留意点の 

確認を行った。 

留意点：1、コロナ感染症対策  2、役員各係の仕事内容の確認  3、プログラムと時間配分 

 

■中部地域会（主催者：スターラインダンス教師協会） 

訪問日：2021年 12月 22日（水）  会場：学校法人 尾関学園 美里幼稚園 

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。 

     文化芸術の体験の目的の事業。 

最後に『ワルツ』のデモを参加者に披露して、記念撮影して終了。 

 

■近畿地域会（主催者：滋賀県ダンス教師協会） 

訪問日：2021年 7月 29日（木）  会場：草津学童保育所 のびっこ大路保育室 

訪問者：三谷 恵一、三谷 ちづる、奥野 友子 

参加者：80名 

内 容：ワルツの曲に合わせて体操を行い、手をたたきながら踊るハンドクラップを皆で楽しみました。 

最後に社交ダンスの説明をし、グループに分かれて子供達とマカレナを踊りました。 先生方から

は「猛暑のため、外で遊ぶことが出来ないので助かりました。振付を覚えて皆で毎日踊ります」と 

喜んでいただきました。 

 

（２）ウェルフェアダンス指導員資格認定講習 

 ウェルフェアダンス指導員の研究会、講習会は各支部または地域で実施し、資格認定試験はコロナ禍の

状況を踏まえ、未実施とした。 

 

（認定者）  

現在、プロ・アマ合わせ、インストラクター 17名  コミュニティー・スタッフ 13名  計 30名。 
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（イベント参加） 

■10 月 24 日（日） 「第 49 回坂城町文化祭～したしむ・つくる・ふれあう・ささえる～」に参加し、社交ダン

ス、車いすダンスの演技発表をした。 

■11月 28日（日）「第 63回熊本県芸術文化祭 舞台芸能発表会」へ参加し、ウェルフェアダンスの解説と

手話ダンスの演技発表をした。 

■12月 4日（土）～5日（日） 「令和 3年度上天草市芸術文化祭 第 42回大矢野支部芸術文化祭」へ参

加し、ウェルフェアダンスの解説と手話ダンスの演技発表をした。 

 

（地域別活動） 

ウェルフェアダンス指導員資格認定委員会では、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動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 出版事業 

 1 教本・教材の販売をした。 

 2 各委員会と協力し、該当委員会に必要な教材等を企画した。 
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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。 

一部、延期されたところもある。 

 

 （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：2021年 10月 3日（日）13：30～15：00   本部試験管理員：松岡 徹二 

会場：タミダンス         受験者数：6名 

 （2）ＡＮＡＤアマチュア指導員資格試験審査員講習 未実施 

 （3）認定者の総数 

2021年度末、ANADアマチュア指導員総数 184名 

2021年度末、ANADアマチュア指導員資格審査員数 98名 

 （4）ANADアマチュア指導員指定研修会の開催 

■中部地域会 

【愛知コルテオダンス教師協会】 会長 青木 一三 

開催日：2021年 5月 30日（日）  会場：平針公民館 

参加者数：11名（内 ANADアマチュア指導員 1名） 

講師：鈴木 智隆     講習内容：ダンステクニックに思う～自然への回帰 

 

 

 

 

９ ダンス普及事業（ダンス普及委員会） 

（後援事業） 

■2021 年 11月 14日（日）開催 「第 10回京都府知事杯・京都市長賞W争奪戦、第 9回西日本チャンピ

オンシップ ダンスフェスティバル In 京都」 会場：KBSホール 主催：京都ロイヤルダンス教師協会 

 

（公認事業） 

■2021 年 4 月 4 日（日）開催 「JPBDA 東部 墨田ｻﾝﾗｲｽﾞﾎｰﾙ杯Ⅱ」 会場：すみだ産業会館サンライズ

ホール 8階 主管：JPBDA東部 

■2021 年 7月 22日（木・祝）開催 「JPBDA墨田サンライズホール杯Ⅲ」 会場：すみだ産業会館サンライ

ズホール 8階 主管：JPBDA東部 

■2021 年 8月 9日（月・祝）開催 「NJDCダンス競技会」 会場：台東区民会館 主管：NJDC 

■2021 年 10 月 10 日（日）開催 「NJDC ダンス競技会」 会場：与野本町コミュニティーセンター 主管：

NJDC 

■2021 年 10 月 31 日（日）開催 「JPBDA 東部 墨田ｻﾝﾗｲｽﾞﾎｰﾙ杯Ⅴ」 会場：すみだ産業会館サンライ

ズホール 8階 主管：JPBDA東部 

■2021 年 3月 27日（日）開催 「NJDCダンス競技会」 会場：新宿コズミックセンター 主管：NJDC 
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１０ 諸会議等の開催 

【第 1回理事会】 

日 時 2021年 5月 14日（金）10：30～12：00 

会 場  公益社団法人 全日本ダンス協会連合会事務所// web会議（zoom） 

出席者  13名（事務所 3名 ・ zoom10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 2020年度事業報告承認に関する件 

 第 3号議案 2020年度財務諸表等報告承認に関する件 

 

【定時総会】 

日 時 2021年 5月 31日（月） 13：00～13：45 

会 場  生涯学習センター ばるーん 101 

出席者  45名（委任出席含む） 

欠席者  13名 

議 事 
 第 1号議案 2020年度事業報告承認に関する件 

 第 2号議案 2020年度財務諸表等報告承認に関する件 

 

【第 2回理事会】 

日 時 2022年 3月 4日（金）10：00～12：10 

会 場  公益社団法人 全日本ダンス協会連合会事務所// web会議（zoom） 

出席者  10名（事務所 2名 ・ zoom8名） 

欠席者  7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 2022年度事業計画案承認に関する件 

 第 3号議案 2022年度収支予算書案承認に関する件 

 第 4号議案 コロナ対策事業費に関する件 

 第 5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 2022年 3月 18日（木） 13：30～15：00 

会 場  生涯学習センター ばるーん 101 

出席者  47名（委任出席含む） 

欠席者  10名 

議 事  第 1号議案 2022年度事業計画案承認に関する件 

 第 2号議案 2022年度収支予算書案承認に関する件 

 第 3号議案 コロナ対策事業費に関する件 
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１１ 会員の入退会 

 2021年度の新規入会はありませんでした。 

 【退会 4件】 

・ 茨城県ダンス教師協会 

・ フリーダム愛知ダンス教師協会 

・ 栃木県ソシアルダンス教師協会 

・ 日本ボランティアダンス協会教師会 

 

 

 

 

 

 

 


