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実施した成果
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北海道

北海きたえーるサブア
リーナ
（北海道立総合体育セ
ンター）

10月31日（木）

12:00～16:30

（主催）
北海道ボールルームダンス連盟

（主管）
北海道アマチュアボールルームダンス
指導員協会

北海道・札幌市

北海道新聞社・HBC北海道放送
野村　泰雄

[TEL]
 011-827-7611

[FAX]
 011-827-7612

ダンス未経験
者・ダンス愛
好者・老若男
女全て

無料 750 人

２０１９ダンスの日記念フェスティバル　イン
サッポロ

*ダンスタイム
*ホースシュー（ミキシング）
*フリーペアコンペ
*プロアマデモ（１０組）
*アマチュアデモ（Ｌ３曲・Ｓ３曲）
*プロデモ（Ｌ３曲・Ｓ３曲）
*セレモニー

平日開催にもかかわらず、過去ｄ最高の入
場者数であった。

北海道アマチュア指導員協会設立２０周年記
念事業としての位置づけにて実施した。

秋田県 秋田テルサ・体育館
10月27日（日）

9：30～17：00

（主催）
秋田県ボールルームダンス連盟

千田　幸咲

[TEL]
 0182-32-6844

[FAX]
 0182-32-6011

ダンス愛好
者・サークル・
カルチャー・教
室生徒など秋
田県内在住者

2,000円 150 人

2019ﾀﾞﾝｽｳｨｰｸ「ﾀﾞﾝｽの日」事業ｲﾍﾞﾝﾄ
第6回秋田県ﾌﾟﾛ・ｱﾏﾐｯｸｽﾄﾞ選手権大会＆「ﾀﾞ
ﾝｽの日」ﾊﾟｰﾃｨｰ
1)第6回秋田県ﾌﾟﾛ・ｱﾏﾐｯｸｽﾄﾞ選手権大会
（9:30～14:30）
*ﾌﾟﾛとｱﾏのｶｯﾌﾟﾙによる合計年齢別ｾｸｼｮﾝの
単科戦（ﾍﾞｰｼｯｸ戦とｵｰﾌﾟﾝ戦）
2)「ﾀﾞﾝｽの日」ﾊﾟｰﾃｨｰ（15:00～17:00）
15:00　開会・ﾀﾞﾝｽﾀｲﾑ
15:30　ﾍﾞｽﾄｶｯﾌﾟﾙで賞大会
15:40  ｼｬﾄﾞｰ大会　　　15:50  ﾀﾞﾝｽﾀｲﾑ
16:20  先生と踊るﾀﾞﾝｽﾀｲﾑ
16:30  ﾀﾞﾝｽﾀｲﾑ　　　　17:00　閉会

午前9時30分から午後2時まで、プロ・アマミッ
クスド戦を実施し、1時間後に「ダンスの日」
パーティーを開催してきましたが、パーティー
開催時になると、プロ・アマミックスド戦に出
場した方々は、疲れが出てくるのか、パー
ティーに参加しないで帰る方が多くなってきて
いる傾向にあるので、ここら辺を改善していく
必要が出ております。

山形県
酒田市総合文化セン
ター

11月24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 1,000円 243 人

２０１９年第１２回ダンスの日「ボールルーム
ダンスの集い」

14:00　ドアオープン　ダンスタイム
15:00　*セレモニー

　　　　*主催者挨拶
　　　　 *先生と踊ろう３曲（受付時に抽選）
　　　　 *皆さんでダンスタイム３曲
　　　　 *プロによるフォーメーションダンス
15:40　ダンスタイム
16:20　終了

ダンスファンに対して、日頃の感謝の気持ち
で接することを目標に、全体で盛り上げ、楽
しい時間となるようにプログラムを組みまし
た。今回より参加費が上がり、昨年より６３名
少なかった。地区からの補助はないので値
上げし、精一杯の気持ちでダンスファンと楽
しい時間を過ごすことができました。
オープン前に列ができて早くオープンしまし
た。毎年、フォーメーションを楽しみに参加し
ている人が多く、ダンスファンに声をかけなが
ら、アマチュアとプロのダンスの絆を感じてい
ます。教師陣みんなで来年も頑張ろうと思い
ます。

福島県 川俣町体育館
11月10日（日）

13:00～17:00

（主催）
福島県ボールルームダンス連盟

川俣町ダンススポーツ協会

福島県ダンススポーツ連盟

福島県アマチュアダンス地域指導員協
会

三本松　悦子

[TEL]
 0246-65-3960

[FAX]
 0246-65-3960

一般ダンス愛
好家

2,000円 334 人

福島県ボールルームダンス交流会

13:00　開場
14:00　パーティー開始
15:00　夢のダンスタイム
15:30　お楽しみ抽選会
17:00　終了

アマチュア団体の後援を受け、思いがけず多
くの参加者を集めることができました。
プロがダンスタイムにアテンダントとして、４３
名の協力を得ました。
参加者には、おおむね好評を得ることができ
ました。
今後は、プログラムに再考が必要と思われま
す。

茨城県
青栁体育館サブアリー
ナ（リリアリーナ）

11月17日(日)

13:00～17:00

（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

6,000円 194 人

2019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。

参加人数
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石川県
白山市老人福祉セン
ター　こがね荘

12月15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。
石川県プロ選手会の現役選手によるダンス
パフォーマンス。

プロとアマの交流が持て、楽しいひとときを過
ごすことができた。

福井県
福井県生活学習館
ユー・アイ ふくい

11月23日(土)

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]
 0776-34-5535

[FAX]
 0776-34-5535

ジュニア～
お年寄り、
競技選手
すべて

800円 160 人

２０１９ダンスの日ふれあいダンスパーティー

*一般ダンスタイム
*プロによるワンポイントレッスン
*ふれあいダンスタイム（チェーンダンス）

特に問題はなく、ダンスタイムやワンポイント
レッスンを参加者に楽しんでいただいた。

会長より、この「ダンスの日」開催について、
この時期に行う趣旨などの説明を参加者に
して、理解を深めた。

岐阜県 可児市福祉センター
9月23日(月･祝)

15:30～18:00

（主催）
岐阜県ボールルームダンス連盟

岐阜新聞

岐阜放送
岩本　吉夫

[TEL]
 058-265-5705

[FAX]
 058-216-5735

200人 500円 200 人

市民ふれあい ダンスパーティー

*ジュブナイル・ジュニア演技発表
*プロと踊ろう
*平服ミックスデモ
*ダンスタイム
*フォーメーション優秀チームの発表

主催者側にも、少しマンネリ感があり、盛りあ
がりにかけていたと思う。

静岡県 夢づくり会館
11月10日(日)

8:30～17:00

（主催）
静岡県ボールルームダンス連盟
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 63 人

チャレンジ・ザ・ダンス２０１９

*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

他サークル・他団体のダンスパーティーと重
なったため、参加人数が少なかった。
日程を調整して、来年は参加人数を増やした
い。

三重県 松阪商工会議所
6月16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

県内ダンス愛
好家

三重県ボール
ルームダンス
連盟競技選手
等

1,500円 105 人

楽しい集い　"ダンスの日"

*９０歳まで競技選手として活躍された安田
 昇氏の表彰
*ダンスタイム
*サンバの講習（ポピュラーバリエーション）

県内の愛好者が集い、楽しい交流とともに、
講習会を全員参加で学び、ダンスの普及に
効果がありました。
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滋賀県 ひこね燦パレス
11月17日(日)

13:30～16:30

（主催）
滋賀県ボールルームダンス連盟
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

ダンス愛好者
初心者・ダン
スに興味のあ
る方

1,000円 74 人

みんなで踊ろう「ダンスの日」

13:30　開場　ダンスタイム
14:00　ハートダンス（協会員参加）
14:30　挨拶・講習会（ﾀﾝｺﾞ・ﾄﾞﾗﾌﾞについて）
15:00　ダンスタイム
15:30　ミニデモ（当日W・T・SF希望者参加）
15:45　ハートダンス
16:15　ダンスタイム
16:30　閉会

ダンス愛好家の人たちの交流の場となった。

ワンポイント講習を通して、積極的に質問す
る方が増え、ダンスに、より興味を持っていた
だいた。

当日、ダンスパーティーの催しが重なり、参
加人数がもう少し増やせなかった。

京都府 ひと・まち交流館京都
5月4日(土)

13:00～16:30

(主催）
京都府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

初心者
ジュニア
40歳以下
一般

1,000円

（中学生以
下無料）

255 人

Ｄａｎｚａ　Ｆｅｓｔａ　Ｂａｌｌｒｏｏｍ　Ｄａｎｃｅ　ｉｎ　Ｋｙ
ｏｔｏ　２０１９

*40歳以下の発表
*初心者体験レッスン
*経験者体験レッスン
*プロダンスショー

おおむね好評だったが、新しい人にダンスを
していただきたいが、既存のダンス愛好家に
しかなかなか浸透しないのが現実。
来年は、コンペスタイルもありかと思う。

奈良県
王寺町地域交流セン
ター　リーベルホール

9月23日(月･祝)

13:00～16:30

（主催）
奈良県プロダンスインストラクター協会

（共催）
奈良県ボールルームダンス連盟

（協力）
奈良県地域協会

石田　米子

[TEL]
 0742-44-8285

[FAX]
 0742-44-8285

ダンス愛好家
及び一般奈良
県民

アマチュア競
技選手

奈良県PDI及
び奈良県連盟
会員

1,500円 161 人

カジュアルパーティー　「ダンスの日」 in 奈良

13:00　開場・ダンスタイム
13:15　開会・挨拶（実行委員長）
13:20　第１部プロアマフォーメーション
13:45　ダンスタイム
14:00　第２部プロアマフォーメーション
14:25　ダンスタイム
14:40　第３部プロアマフォーメーション
15:05　ダンスタイム・お楽しみダンスタイム
15:40　ふれあいダンスタイム・ダンスタイム
16:15　会長挨拶・閉会（16:30）

プロアマフォーメーションをメインに進行しま
した。前もって参加くださるアマチュアの４名
の方に決められたベーシックフィガーを２名
のプロの先生が交替して踊りました。参加し
易かったようで、多数の方に踊っていただき
ました。普段踊らないプロの先生とアマチュ
アの方との交流ができ、「すごく楽しく勉強に
なりました」など好評でとても良い雰囲気でし
た。会場のキャパシティーの都合と交流ので
きるプロの先生方の数を考えて、入場者を制
限しました。今後は、もう少し多くの人が参加
できるような企画を考えてまいりたいと思いま
す。

島根県
パルメイトホール
（パルメイト出雲４Ｆ）

12月8日(日)

12:30～16:30

（主催）
島根県ボールルームダンス連盟

稗田　恵太郎

[TEL]
 0853-21-4557

[FAX]
 0853-21-4557

アマチュア地
域協会会員及
び一般者

2,000円 87 人

縁結びダンスパーティー

12:30　2019サマーセミナー
　　　　 ワルツベーシック講習会
13:30　ダンスタイム
15:00　景品抽選会
15:15　演技発表
15:40　ダンスタイム
16:30　終了

ベーシックアマルガメーション講習会の賛否
を年度末の総会時にとりまとめる事とした（内
容についても同じ）。
演技発表者に送られる花等について、取り扱
いを再度検討する事とした。

岡山県
岡山県国際交流セン
ター　イベントホール

12月1日(日)

10:30～16:30

（主催）
岡山県ボールルームダンス連盟

（共催）
岡山県アマチュア地域協会

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

岡山県ジュニ
アスクール生
徒

一般
無料

ジュニア
1人1,000

円

アマチュア
1組3,000

円

148 人

第11回岡山県ジュニアダンス競技大会

*ジュニア・ジュブナイル
　スタンダード（W・T）
*ジュニア・ジュブナイル
　ラテンアメリカン（C・S・R・J）
*シャドーコンテスト
　ジュニア（C）　ジュブナイル（S）
*アマチュアE級以下（W・T・C・R）
*P&C［親子カップル］（C・S）

ジュニアダンスに対し、父兄はじめ、一般観
戦者の理解が深まったように感じる。
ジュニア・ジュブナイルの子供たちのダンスに
対しての移植が増した。
大会運営上、特に大きなトラブルもなく終える
ことができた。
併催のアマチュア部門の参加者を募るなど、
収支面での赤字対策に努力が必要。
ジュニアスクールの参加者を募り、大会のエ
ントリー数を増やす。
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山口県
新南陽ふれあいセン
ター

11月17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

山口県アマチュア地域指導員協会

小田　修治

[TEL]
 0834-31-0818

[FAX]
 0834-31-0818

ダンス愛好家
及び一般の子
供から大人ま
で老若男女

無料 300 人

2019年度ダンスの日
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
*レディースコンペ
*スーパーシニアコンペ（2人で130歳以上）
*ダンスタイム

毎年恒例の「ダンスの日」でしたが、天気にも
恵まれ、冷暖房の不要な気持ちの良い日で
した。
内容は平服、正装のプロアマミックスコンペ、
女子同士のレディースコンペ、二人で130歳
以上のスーパーシニアコンペ、アマシュア選
手のモデルコンペ、その他「みんなで踊ろう」
と題して、プロアマ皆で和気あいあいのダン
スタイムを繰り広げることができました。
最後に、連盟長からの謝辞があり、来場いた
だいた皆様の笑顔を見ることができ、全ての
予定を終了しました。

福岡県
クローバープラザ・ア
リーナ

11月3日（日)

13:00～16:00

（主催）
福岡県アマチュアダンス指導員協会

（共催）
九州ボールルームダンス連盟

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教師協会

福岡県アスリート協会

福岡県 田中　武嗣

[TEL]
 093-561-2644

[FAX]
 093-561-2644

ダンス愛好家

社交ダンスを
学ぼうとして
いる未経験者

1,000円 500 人

公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
普及委員会助成事業　令和元年「ダンスの
日」プレミアム記念パーティー

13:00　開演　開会宣言
　　　　 ダンスタイム（バンド演奏）
13:30　ご来賓者挨拶、主催者挨拶
13:45　ダンスタイム（バンド演奏）
14:15　団体講習（ウォーキングレッスン）
14:45　ダンスタイム（バンド演奏）
15:15　プロデモンストレーション
15:55　閉会の挨拶
16:00　終演

今回のパーティーの目的でもある社交ダンス
の普及活動は、他の地域や他の団体に一歩
先んじた事業として位置付けることができ、
本記念パーティーは、その目的を達成できた
ものと強く感じております。
事業内容は、フル編成の生バンドを背景に、
社交ダンスを素敵なお相手と踊っていただい
た企画で、真に時流に合っており、参加者か
らは多くの喜びの声が聞かれました。
また、デモンストレーターの演技に感嘆の声
があり、ウォーキングレッスンにも高評価をい
ただきつつ、パーティーを閉じることができま
した。

長崎県 長崎平和会館
9月29日(日)

13:15～16:00

（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 190 人

２０１９ボールルームダンス「ダンスの日」

13:15　ドアオープン
　　　　 *ダンスタイム＆チャリティーバザー
　　　　 *ミキシング　Ｗ・Ｔ・R
　　　　 *ダンスタイム
16:00　終了

県内のダンス愛好者がつどい、ダンスタイム
やミキシングを楽しく踊っていた。
今回、ダンス用品のチャリティーバザーも好
評で、連盟で歳末助け合いに寄付した。
バザー協力の呼びかけで、去年より３３名増
加の成果があった。

鹿児島県
鹿児島市勤労者交流
センター８Ｆ
多目的ホール

11月8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 169 人

２０１９'「ダンスの日」交流ダンスパーティー

*みんな de サンバ　プロによるﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
*みんな de サンバ　講習会と練習
*ミニ競技会　アマチュア競技未経験者
*模擬競技会　プロアマコンペスターによる
*ダンスタイム
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