
 ２０１８年度「ダンスの日」開催記録一覧（広域加盟団体及び都道府県連盟）

都道府県 実施会場 実施日時 主催・共催団体 後援団体 実施責任者 問い合わせ先 参加対象者 参加費
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（特徴的なものだけ）
実施した成果

今後の問題点及び改善点

秋田県 秋田テルサ・体育館
11月11日（日）

9：30～17：00

（主催）
秋田県ボールルームダンス連盟

伊藤　良則

[TEL]
 018-875-5580

[FAX]
 018-875-5580

ダンス愛好
者・サークル・
カルチャー・教
室生徒など秋
田県一円

2,000円 300 人

第５回秋田県プロアマミックスドダンス選手権
大会＆「ダンスの日」パーティー

9:30～14:30
　第５回秋田県プロアマミックスド選手権
　大会
　　（プロとアマのカップルによる合計年齢
　　　別による単科戦）

15:00～17:00
　「ダンスの日」パーティー
　　（ダンスタイム・ベストカップルで賞大会・
　　　シャドー大会・先生と踊るダンスタイム）

秋田県一円からの参加のダンスパーティー
は、この「ダンスの日」だけなので、県の盛大
なパーティーであり、皆さん楽しみにしており
ます。

プロアマ大会と一緒なので会費を安く出来る
ように計画したい。

シャドー大会メーンにして行きたいと思ってお
ります。

山形県
酒田市総合文化セン
ター

11月25日(日)

14:00～16:30

（主催）
山形県プロダンスインストラクター協会
庄内地区教師会
　
（共催）
山形県アスリート協会

山形県ボールルームダンス連盟 池田　治女

[TEL]
 0234-24-5036

[FAX]
 0234-24-8258

老若男女 500円 306 人

第１１回ダンスの日ボールルームダンスの集
い

14:00　開場　ダンスタイム
15:00　セレモニー
　　　　 *主催者挨拶
　　　　 *楽しいアトラクション
15:40　ダンスタイム
16:20　終了

参加者全員が笑顔でこの時間を共有出来た
事。そして毎年ダンスファンが楽しみに「ダン
スの日」の集いを待っていてくださる事。地域
のコミュニケーションの大切さを感じます。

今後、ずっと続けられる様に努力し、周りの
声を取り入れながらダンスの輪を広げて行き
たいと思う。

茨城県
桜川市大和ふれあいセ
ンター（シトラス）

11月4日(日)

13:00～16:30

（主催）
茨城県ボールルームダンス連盟
茨城県アスリート協会

大塚　守

[TEL]
 029-857-6224

［FAX］
029-857-6224

会員及び一般
ダンス愛好者

（一般
6,000円）

194 人

2018ふれあいダンスパーティー

*プロと踊ろうダンスタイム
*トライアル
*スペシャルダンスタイム
*ミキシングダンスタイム

お客様に大変喜んで頂けました。

進行も大変良かった。

石川県
白山市老人福祉セン
ター　こがね荘

12月16日（日）

12：30～16：00

（主催）
石川県ボールルームダンス連盟

石川県プロダンスインストラクター協会
石川県ダンス検定協会

関　武弥

[TEL]
 0761-22-8830

[FAX]
 0761-22-8830

ダンス愛好家 500円 100 人

「ダンスの日」INいしかわ

石川県ボールルームダンス連盟の会員と一
般愛好者との交流を目的とするダンスタイ
ム、そして、石川県プロ選手会の現役選手に
よるデモンストレーション（３組）が行われた。

チケットの配布を県内の認定教室以外のい
ろいろな団体にも配布出来る様になるといい
と思った。

福井県
福井県生活学習館
ユー・アイ ふくい

12月23日(月)

13：30～16：40

（主催）
福井県ボールルームダンス連盟

上田　恵美子

[TEL]
 090-3760-3743

[FAX]
 0776-34-5535

ジュニアや競
技選手や一般
愛好者

800円 150 人

ダンスの日「2018ダンスパーティー」

*一般ダンスタイム
*プロ教師によるワンポイントレッスン

一般ダンスタイムがほとんどなので、愛好者
や高齢者が多く参加してくれた。

ワンポイントレッスンは、全員がフロアに出て
エクササイズを行うような参加型レッスンで良
かった。

参加人数

1 / 4



 ２０１８年度「ダンスの日」開催記録一覧（広域加盟団体及び都道府県連盟）

都道府県 実施会場 実施日時 主催・共催団体 後援団体 実施責任者 問い合わせ先 参加対象者 参加費
実施プログラム

（特徴的なものだけ）
実施した成果

今後の問題点及び改善点
参加人数

岐阜県 可児市福祉センター
9月23日(日)

14:30～18:30

（主催）
岐阜県ボールルームダンス連盟

岐阜新聞 岩本　吉夫

[TEL]
 058-265-5705

[FAX]
 058-216-5735

200名 500円 220 人

「ダンスの日」市民ふれあい ダンスパー
ティー

*ジュブナイル・ジュニア発表会
*ダンスタイム
*プロと踊ろう
*平服ミックス
*フォーメーション
*みんなでジャイブ

静岡県 夢づくり会館
11月11日(日)

8:30～17:00

（主催）
静岡県ボールルームダンス連盟
静岡県アマチュア地域協会

（共催）
島田市教育委員会
東海道金谷宿大学

静岡県ボールルームダンス連盟 鈴木　敏正

[TEL]
 0547-45-3614

[FAX]
 0547-45-3953

会員・一般 1,000円 73 人

チャレンジ・ザ・ダンス２０１８

*ダンスタイム
*ミニ講習会
*プロデモンストレーション
*演技発表
*フォーメーション

ミニ講習会は、年配者が多いためスタンダー
ドにして大好評でした。

この日は、他のダンスイベントと重なったため
参加人数が少なかった。

次回からは、ポスター制作等ダンス教室への
宣伝を早めにして参加人数を増やしたい。

三重県 松阪商工会議所
5月20日(日)

13:30～16：30

（主催）
三重県ボールルームダンス連盟

齊藤　千晶

[TEL]
 0596-24-8906

[FAX]
 0596-24-8906

ダンス愛好者 1,500円 138 人

楽しい集い “ダンスの日”

*ダンスタイム
*講習会
*アマチュア演技発表

少人数でしたが、県内のダンス愛好者が集
い楽しい交流とともに、講習会を全員が参加
し学び、ダンスの普及に効果がありました。

滋賀県 ひこね燦パレス
11月4日(日)

13:30～16:30

（主催）
滋賀県プロダンスインストラクター協会

安田　恵子

[TEL]
 077-552-9897

[FAX]
 077-552-9897

初心者及びダ
ンス愛好者

子供から大人

1,000円 75 人

みんなで踊ろう「ダンスの日」

13：30　会場　ダンスタイム
14：00　ハートダンス（協会員全員参加）
14：30　挨拶・講習会（ピクチャーポイズをよ
　　　　　り美しく踊るために）
15：15　ダンスタイム
15：30　ミニデモ（参加者をその場で募り、数
　　　　　組で踊る）
15：45　ダンスタイム
16：30　閉会

より多くの参加者の方に、ダンスの楽しさを
知って頂こうと協会員が積極的に参加したの
で満足の声が多かった。

講習では、ピクチャーポイズの何種類かを参
加者全員で取り組み、理解が深まったという
意見が多かった。

子供たちの参加が少なく、企画の中に子供
たちを対象としたものを入れたいが、同日の
中でどのようにするか今後の課題です。

京都府 ひと・まち交流館京都
5月5日(土)

11:50～16:30

(主催）
京都プロダンスインストラクター協会

前田　晃良

[TEL]
 075-315-1336

[FAX]
 075-315-1336

40歳以下 1,000円 80 人

Ｄａｎｚａ　Ｆｅｓｔａ　Ｂａｌｌｒｏｏｍ　Ｄａｎｃｅ　ｉｎ　Ｋｙ
ｏｔｏ　２０１８

*ジュニア講習＆発表
*ダンスタイム
*ヤング講習＆発表
*ダンスタイム
*40歳までの発表会
*プロショー

※中学生以下は無料

たくさんの子ども達が参加してくれました。

初めての子どもがいなかったので、新しい開
拓という意味ではなかなか難しいかと。

広告媒体なども考えていきたいと思います。
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岡山県
岡山県国際交流セン
ター　イベントホール

11月25日(日)

10:30～16:00

（主催）
岡山県ボールルームダンス連盟

岡山県教育委員会

岡山市教育委員会

岡山県レクリエーション協会

人見　淳一

[TEL]
 086-294-1620

[FAX]
 086-294-1621

一般ダンス愛
好者

県下ジュニア
スクール生

EF級以下アマ
チュア選手

ジュニア
1,000円

アマチュ
ア、レ

ディース
1組3,000

円

一般
無料

115 人

第10回岡山県ジュニアダンス競技大会
（レディース　アマチュア　P&C発表会併催）

*ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（W・T）部門
*ﾚﾃﾞｨｰｽ ｱﾏﾁｭｱ（C・R） P&C（C・S）部門
*ｼﾞｭﾆｱ（C） ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ（S) ｼｬﾄﾞｰ部門
*ｼﾞｭﾆｱ ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ ﾗﾃﾝ（C・R）部門
*ﾚﾃﾞｨｰｽ ｱﾏﾁｭｱ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（W・T）部門
*ダンスタイム
*各部門優勝者オナーダンス
*表彰式　閉会

前回よりジュニア、ジュブナイル出場者が減
少した。
ジュニア、ジュブナイルのシャドー競技は好
評であった。
今回より未就学児を対象としたP＆C（ペアレ
ンツ＆チルドレン）部門を新設した。
運営については大したトラブルもなくスムー
ズに運営できた。
地元FM放送、SNS、チラシ、ポスターなどで
宣伝した。
今後一層のジュニアスクール活動を充実さ
せたい。

広島県
広島サンプラザ サブ
ホール

11月25日(日)

13：30～16：30

（主催）
広島県ボールルームダンス連盟
アマチュア地域協会

（共催）
広島県プロダンスインストラクター協会

広島県アスリート協会

広島県ダンス教師協会

広島市文化協会 森　稠秀
[TEL]
 082-205-9892

アマチュアダ
ンス愛好家

500円 150 人

第１４回ボールルームダンスフェスティバル

*フリーダンスタイム
*車いすダンス演技発表
*ジュニアダンス演技発表
*フォーメイションダンス（アマチュアダンス
　サークルによる）
*アマチュア競技選手による模擬競技

参加者数の減少
　⇒今後、県内のダンス教室、及びアマチュ
　　 アダンスサークルへイベントのPRのより
　　 協力をお願いしていく。

山口県
新南陽ふれあいセン
ター

10月28日(日)

11:00～17:00

（主催）
山口県ボールルームダンス連盟

（共催）
山口県プロダンスインストラクター協会

プロ選手会山口県支部

山口県アマチュアダンス指導員協会

小田　修治

[TEL]
 0834-31-0818

[FAX]
 0834-31-0818

ダンス愛好者
及び一般の子
供から大人ま
での老若男女

無料 200 人

２０１８年ダンスの日 山口県ダンスフェスティ
バル

*プロアマミックスコンペ
*アマチュアコンペ
*ダンスタイム

県内のアマチュア選手によるモデルコンペが
あり日頃の競技会のような盛り上がりを見せ
ていました。
競技終了後には審査の先生より大変役に立
つアドバイスがあり、今後、九州を代表する
ような選手になれるよう期待したいものです。
プロアマミックスコンペでは概ね60歳以上と
以下に分けて年齢の高い方でも参加できる
よう工夫をしてみました。
ダンスタイムもいろいろな年齢層の方が楽し
んでおられ、ダンスの日を開催できたことに
感謝しながら会を終えました。

福岡県
北九州市立浅生スポー
ツセンター

11月23日（金)

13:30～17:00

（主催）
福岡県アマチュアダンス指導員協会

（共催）
福岡県ボールルームダンス連盟

福岡県プロフェッショナルダンス教師協
会

福岡県アスリート協会

北九州市教育委員会 田中　武嗣

[TEL]
 093-561-2644

[FAX]
 093-561-2644

ＪＢＤＦ会員

ダンス愛好家

未経験者

1,000円 350 人

ダンスウィーク２０１８「ダンスの日」記念パー
ティー

13:30　ドアオープン
14:00　開会宣言
　　　　 ダンスタイム
14:30　主催者あいさつ
15:00　団体講習
15:30　ダンスタイム
16:00　プロフェッショナル・デモンストレー
　　　　 ション
16:30　閉会のあいさつ

毎年実施していました施設が使用できなく
なったため、場所を北九州市に移し、実施い
たしました。参加人数を心配していましたが、
昨年と同じく350人をクリア出来少し安堵した
パーティーとなりました。
ダンスタイムでは、プロダンス教師とアマチュ
アダンス指導員とが一丸となって、入場者の
皆様をエスコートし、お相手を務めさせてい
ただきました。
プロデモンストレーションをご観覧いただき、
団体講習は「みんなdeサルサ」を行い、参加
者の皆さんが楽しめる企画となっていまし
た。

長崎県 長崎平和会館
9月23日(日)

13:30～16:30

（主催）
長崎県ボールルームダンス連盟

（共催）
長崎県プロダンスインストラクター協会

長崎県アマチュアダンス指導員協会 橋本　眞由美

[TEL]
 095-847-9519

[FAX]
 095-845-5112

県内ダンス愛
好家

無料 250 人

２０１８ボールルームダンス「ダンスの日」

13：30　ドアオープン
　　　　 ダンスタイム
　　　　 講習会「みんなでジャイブ」
　　　　 ダンスタイム
　　　　 ミキシングW・T・R→ダンスタイム
16：00　終了

講習会のジャイブ。メンバーチェンジをしなが
ら2018年サマーセミナーのジャイブをだんだ
ん全員が踊れるようになっていき、笑顔がみ
れた。

今年は男性と男役が多かったので、来年は
女性にもっと参加を呼びかけたい。
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鹿児島県
鹿児島市勤労者交流
センター　多目的ホール

11月9日(金)

17：00～21：00

（主催）
鹿児島県ボールルームダンス連盟

（共催）
鹿児島県プロダンスインストラクター協
会

鹿児島県アマチュア地域協会 中間　政則

[TEL]
 099-225-7727

[FAX]
 099-225-7727

ダンス愛好家

初心者

コンペスター

800円 209 人

２０１８年ダンスの日交流ダンスパーティー

*みんなde Jive　ﾌﾟﾛによるフォーメーション
*みんなde Jive　講習会と練習
*ミニ競技会　アマ・レディトゥレディ競技会
　　　　　　　　 未経験者平服コンペ
*模擬競技会　プロ・アマコンペスター（スタン
ダード・ラテン）

*ダンスタイム

今年で７回目となるダンスの日交流パー
ティー。
毎年恒例となり定着しましたが、ダンス愛好
家の参加が多く初心者がなかなか増えませ
ん。
今回は各サークル等に声掛けをし、競技未
経験者を対象に平服参加のコンペを実施し
ました。
参加する喜び、踊る楽しさを味わっていただ
けたらと思います。
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