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北海道
北海きたえーる　サブア
リーナ

北海道札幌市豊平区豊
平5条11-1-1

11月26日(日)

12:00～17:00

（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

北海道新聞社

北海道放送（ＨＢＣ）

札幌市

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 650 人

＊サークル発表（車椅子ダンス、他）
＊フリーペアコンペ
＊ミキシングダンス
＊プロアマデモ
＊アマアマデモ
＊プロデモS，L（北海道チャンピオン）

札幌開催ではあったが、北海道全体の行事
として捉え、幅広く道内各地に呼びかけを
し、全道各地より多数来援していただいた。

北海道
苫小牧市文化交流セン
ター

北海道苫小牧市本町1-
6-1

11月19日(日)

13:00～16:00

苫小牧ボールルームダンスアスリート
協会 北海道ボールルームダンス連盟苫小

牧・室蘭支部
中司　明

[TEL]
 0144-67-3255

[FAX]
 0144-67-3255

ダンス愛好者

老若男女
子供から大人
まで

1,300円 131 人
＊ジュニアデモ１組
＊仮装フォーメーション（プロ）

＊ダンス愛好者同志の交流ができました。
＊一般市民に対し社交ダンスをアピール
　 できた。

宮城県
仙台市民会館（トーク
ネットホール仙台）

宮城県仙台市青葉区
桜ヶ岡公園4-1

9月3日(日)

14:00～18:00

（主催）
宮城県ボールルームダンス連盟

（共催）
宮城県ボールルームダンス連盟プロダ
ンスインストラクター協会

宮城県プロ選手会 国峯　俊男

[TEL]
 0229-24-0017

[FAX]
 0229-24-0017

宮城県PDI協
会会員・地域
指導員・プロ
選手会・一般
ダンス愛好者

1,000円 400 人
＊プロ選手会によるフォーメーションダンス
＊車イスダンスのエキシビジョン
＊プロの先生方と踊る「踊る回転ずし」

収益金を宮城県へ寄付
（踊る回転ずしでチャリティー募金を実施）

山形県
酒田市総合文化セン
ター

山形県酒田市中央西町
59

12月3日(日)
14:00～16:30

（主催）
山形県ボールルームダンス連盟
　
（共催）
山形県アスリート協会

山形県プロダンスインストラクター協会 池田　治女

[TEL]
 0234-24-5036

[FAX]
 0234-24-8258

老若男女 500円 349 人

＊地域のプロが全員で参加できたこと
＊OBのプロはスタンダードのフォーメーショ
ン
＊若手のプロはラテンアメリカンのフォー
メーション

日頃ダンスファンによってささえられていると
自覚し地域のプロが感謝の気持ちで参加者
と接し、参加者全員が笑顔でこの時間を共
有できたこと。そして毎年ダンスファンが楽し
みにこの日を待って下さる事。コミュニケー
ションの大切さを感じます。

茨城県
久慈サンピア日立ス
ポーツセンター

茨城県日立市みなと町
6-1

11月23日(木)

13:00～17:00

茨城県ボールルームダンス連盟プロダ
ンスインストラクター協会

茨城県プロダンスインストラクター協会 大塚　守
[TEL]
 029-857-6224

ダンス愛好者 6,000円 184 人

＊５色ダンスタイム
＊トライアル
＊スペシャルダンスタイム
＊ミキシング

すべてプロがお相手をしました。

参加人数

1 / 4



平成２９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 会場住所 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 参加費
実施プログラム

（特徴的なものだけ）
実施した成果参加人数

神奈川県 横浜市技能文化会館
横浜市中区万代町2-4-
7

11月5日(日)

13:00～16:30

神奈川県ボールルームダンス連盟アマ
チュアダンス指導員統括委員会

松本　康裕

[TEL]
 045-444-6080

[FAX]
 045-444-6081

ダンス愛好家

前売：
　　700円

当日：
　1,000円

173 人

＊フリーダンスタイム
（KBDF正会員のプロがアテンダントとして協
力）
＊ミキシング・ダンスタイム
＊講習会

一般のダンス愛好家がJBDFプロフェッショ
ナルダンス教師とふれあう事ができた。
限定150名でチケット販売を始めた所、それ
を越す多くのダンス愛好家に参加頂き、参
加された方々より「楽しかった」、「またやっ
て欲しい」との反響があった。

石川県
身体障害者老人福祉セ
ンター　こがね荘

石川県白山市博労2-50
12月17日(日)

12:30～16:00
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

ダンス愛好者 500円 80 人 ＊現役プロ選手によるデモンストレーション
日頃、踊ることのない先生方達と踊れ、初心
者から中級・上級のダンス愛好者まで大変
よろこび、満足している様子でした。

福井県
福井県生涯学習館ユー
アイふくい

福井県福井市下六条町
14-1

11月23日(木)

13:00～17:00
福井県ボールルームダンス連盟 福井県プロダンスインストラクター協会 吉川　廣

[TEL]
 0776-34-5535

[FAX]
 0776-34-5535

初心者から高
齢者まで

500円 180 人 ＊プロによるワンポイントレッスン

幅広い客層に喜ばれるダンスタイムであっ
た。
プロによるワンポイントレッスンはホールドに
ついてよい講習であった。

静岡県 夢づくり会館 静岡県島田市島550-2
11月12日(日)

8:30～17:00
静岡県アマチュア地域協会 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

ダンス愛好者
全般

1,000円 83 人

チャレンジ・ザ・ダンス２０１７

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

スタンダードとラテンの衣装の着替え時間が
忙しかった。
プログラムの再検討をする。

三重県 松阪商工会議所
三重県松阪市若葉町
161-2

7月23日(日)

13:30～16:30
三重県ボールルームダンス連盟 齋藤　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 120 人
＊ダンス愛好家演技発表
＊ダンスタイム
＊みんなdeサンバ後半、講習

少人数ではありましたが、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
守山市生涯学習教育支
援センター

滋賀県守山市勝部3-9-
1

11月23日(木)

13:30～16:00
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

ダンス愛好家
年齢に制限な
し

700円 89 人 ＊講習会、ワルツ（初級・中級用）45分

今回で５回目くらいになるが「ダンスの日」と
いう企画に理解が深まり、多くの人が声をか
け合い参加してくださった。講習を楽しみに
熱心に取り組んでいた。

奈良県 天理市立総合体育館
奈良県天理市西長柄町
595

11月23日(木)

13:00～17:00

（主催）
奈良県ボールルームダンス連盟

（共催）
奈良県プロダンスインストラクター協会

奈良県

奈良県教育委員会

天理市

天理市教育委員会

長村　惠次

[TEL]
 0745-43-5178

[FAX]
 0745-43-5178

天理市民・ダ
ンス愛好家・
アマチュア競
技選手・地域
協会地域指
導員など

無料 200 人 講習会（初めてのダンス体験）
少しでも多くの方々に社交ダンスの魅力を
感じていただけたと思います。

岡山県
岡山県国際交流セン
ター8階ホール

岡山県岡山市北区奉還
町2-2-1

11月5日(日)

10:30～16:40

（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

岡山県内ジュ
ニアスクール
生・岡山県内
一般

無料 150 人

＊ジュニア・ジュブナイルシャドーコンテスト
＊ジュニア・ジュブナイル競技会
＊レディース、アマチュア発表会
＊優勝者によるオナーダンス

９回目を迎えた本大会、昨年度の反省をも
とにスムーズに進行できた。今年初めてジュ
ニア大会の出場料を1,000円徴収したが、父
兄の理解も得られ、観客も増加した。
今年も衆議院議員・逢沢一郎氏が来場して
下さり、選手に激励の言葉をかけてください
ました。
第１０回大会に向けてジュニアスクールの充
実を図ると共に併催内容を検討する。

広島県
広島サンプラザ・サブ
ホール

広島県広島市西区商工
センター3-1-1

11月26日(日)

12：30～16：00

広島県ボールルームダンス連盟アマ
チュア地域協会

広島市文化協会 森　稠秀

[TEL]
 090-2008-4783

[FAX]
 082-248-1770

アマチュア地
域協会会員・
アマチュアダ
ンス愛好家

無料 200 人

＊車イスダンス、アマチュアサークルの
フォーメーションダンス、ジュニアダンスの演
技発表
＊ダンスゲーム
＊フリーダンスタイム

＊各演技発表に観衆は拍手喝采でした。
＊ダンスゲームの参加者は大いに楽しん
　 でおられました。
＊フリーダンスタイムにおいては男女の
　 バランスがとれており着席している方は
　 ほとんどおられませんでした。

山口県 サンワーク美祢
山口県美祢市大嶺町東
分418-8

11月5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 230 人
＊プロアマミックスコンペ
＊競技選手コンペ
＊ダンスタイム

チャーミングな外国の女の子や地元の小学
生が出場され会場のテンションも盛り上がっ
ていました。競技選手のコンペでは 近クラ
スを順調に上げている若手が数組いて若鮎
が飛び回る勢いの踊りで贔屓の皆様の声援
をたくさん受けていました。今回は若い人、
年配の人のバランスが良くダンスタイムもい
つになく盛り上がり充実したダンスの日とな
りました。
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福岡県 クローバープラザ
福岡県春日市原町3-1-
7

10月29日(日)

14:00～17:00
福岡県アマチュアダンス指導員協会

福岡県ボールルームダンス連盟

福岡県プロダンス教師協会

福岡県アスリート協会

田中　武嗣

[TEL]
 093-561-2644

[FAX]
 093-561-2644

ダンス愛好家
と未経験者

1,000円 350 人
＊ダンスタイム
＊団体講習（みんなdeマンボ）
＊プロ・デモンストレーション

全日本ダンス選手権直後の日曜日に実施し
たにもかかわらず、昨年同様の参加者が得
られ、参加者全てに対応した心温まるイベン
トを演出出来ました。
プロのダンス教師やダンス指導員が中心と
なって、ダンスのお相手をするダンスタイム
は昨年、皆様に感謝されるようになり、本
パーティーの売り物となっております。
プロの競技選手によるデモンストレーション
や団体講習（みんなdeマンボ）も参加者が楽
しめる企画となっていました。

長崎県 長崎市平和会館
長崎県長崎市平野町7-
8

9月24日(日)

13:00～16:30

（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 300 人
＊ダンスタイム
＊講習会（みんなdeルンバ）
＊ミキシングW.T

熊本県
熊本市総合体育館
青年会館ホール

熊本県熊本市中央区出
水2-7-1

11月5日(日)

13:00～16:00
熊本県ボールルームダンス連盟 宮崎　洋子

[TEL]
 096-352-6480

[FAX]
 096-326-1104

プロ・アマ指
導員

一般

ジュニア

1,000円 140 人

＊コミュニケーションダンス（ハンズニーズ
ヒップダンス）
＊シークエントダンス（Boxルンバ）
＊プロデモンストレーション

１人１人の輪をつなぐ取り組みで震災復興を
祈願しながらみなさんが心をひとつに楽しみ
ながら踊られていました。ダンス初級者も多
く参加して頂きました。

鹿児島県
鹿児島市勤労者交流
センター多目的ホール

鹿児島県鹿児島市中央
町10番地キャンセ7.8階

11月10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）
鹿児島県アマチュア地域協会

鹿児島県プロダンスインストラクター協会 中間　政則

[TEL]
　099-225-7727

[FAX]
　099-225-7727

ダンス愛好家

初心者
600円 198 人

＊みんなdeルンバ講習
＊プロコンペスターによる模擬競技会
＊プロフォーメーション
＊ダンスタイム

スクエアルンバを含むみんなdeルンバは
初心者にもわかりやすく好評で、プロ・アマ
一緒に楽しめる交流の場となり良かったで
す

4 / 4


