
 

 

平成 2８年度事業報告書 
 

 

 

 

自 平成 2８年 7月 01日 
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公益社団法人日本ダンス議会 
 

 

 

 

 



 

平成２８年度重点項目 

１ 公益社団法人としての運営、組織の見直しと更なる強化 

・代議員制の導入 

・公益法人としての運営・管理の徹底 

・事務局を中心にした、経理体系の見直しを行い予算執行についてより厳密な管理を実践。 

また適切な会議運営と議事録の保存、機密保持、個人情報保護の強化、法定書類などの 

厳密な管理。 

 

２ ダンス競技人口の高齢化と減少への対応、若年層の取り込み施策の強化 

・ シルバー世代のダンス競技会及びダンスの医科学的講習会の開催 

・ ジュニア、ジュブナイルの発掘、競技会の強化 

・ 学連選手や学連 OB.OG との交流 

 

３ 教師資格認定試験の実施とそれに関わる組織、制度の強化 

 

４ 競技スポーツとして国際競技力の向上を目指し、選手のさらなる強化に重点を置きダンスを通じた国際交

流、地域交流の強化。 

 

【公益目的事業】 

 「競技会」 

   （国際大会） 

１. ２０１６ジャパンオープンプロフェッショナルダンス選手権大会 

        平成２８年１０月２３日（日） 

        八幡ロイヤルホテル 

            優勝者 ボールルーム   森脇健司・的場未恭 

ラテン    瀬古薫希・瀬古知愛 

 

      ２. ２０１７ワールドシリーズ/アジアオープンダンス選手権大会 

        平成２９年２月２６日（日） 

        日本武道館大ホール 

            優勝者 ボールルーム   Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 

                         ラテン      Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 

 

     （国内大会） 

・ブラインドダンス 

第１１回全日本ブラインドダンス選手権大会 

平成２８年８月２８日  

神奈川県ライトセンター 11：00～15：00   集客数 300名 



 

 ・JDC カップダンス選手権大会 

   平成２９年６月２５日（日） 

     西日本総合展示場 

           優勝者 ボールルーム 森脇健司・的場未恭 

ラテン  瀬古薫希・瀬古知愛  

 

・東部総局  

平成２８年８月２８日（日） 

後期関東ダンス選手権大会（戸田市スポーツセンター） 

平成２８年９月２５日（日）  

浅草ダンスフェスティバル（東京都立産業貿易センター台東館） 

平成２８年１０月２日（日） 

オールスターベイサイドカップダンス選手権大会（横浜ランドマークホール） 

平成２８年１０月３０日（日） 

栃木ダンスフェスティバル（栃木市総合体育館） 

平成２８年１１月１３日（日） 

イーストジャパンダンス選手権大会（ファースト・プレイス東京） 

平成２８年１１月２７日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（東京都立産業貿易センター台東館） 

平成２８年１２月４日（日） 

栃木ダンスフェスティバル（かんぽの宿栃木喜連川温泉） 

平成２９年１月１５日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（東京都立産業貿易センター台東館） 

平成２９年２月１２日（日） 

東京インペリアルチャンピオンシップス（ファースト・プレイス東京） 

平成２９年３月１９日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（東京都立産業貿易センター台東館） 

平成２９年４月２日（日） 

彩の国ダンスフェスティバル（進修館） 

平成２９年４月９日（日） 

イーストジャパン選手権大会（ファースト・プレイス東京） 

平成29年4月２３日（日） 

群馬ダンスフェスティバル（伊勢崎市民プラザ） 

平成29年5月７日（日） 

関東ダンスフェスティバルin千葉（千葉ポートアリーナ） 

平成２９年６月４日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（東京都立産業貿易センター台東館） 

平成２９年６月４日（日） 

栃木ダンスフェスティバル（栃木市総合体育館） 



 

・中部総局  

平成２８年７月１０日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２８年９月４日（日） 

      後期中部日本ダンス選手権大会（名古屋市公会堂） 

平成２８年９月１１日（日） 

      中部ダンスフェスティバル in富山（婦中ふれあい館） 

平成２８年１０月２日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２８年１１月６日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋ナディアパーク） 

平成２８年１１月２３日（祝水） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ三重（三重交通Ｇ スポーツの杜鈴鹿） 

平成２９年２月５日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２９年３月１９日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２９年４月２日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ金沢（石川県立音楽堂） 

平成２９年５月５日（日） 

      中部ダンスフェスティバル in静岡（清水テルサ） 

平成２９年５月２１日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋ナディアパーク） 

平成２９年６月１８日（日） 

      前期中部日本ダンス選手権（ロワジールホテル豊橋）      

 

・西部総局  

平成２８年７月３１日（日） 

ニュースターボールダンス選手権（大阪 YMCA国際文化センター） 

平成２８年９月１１日（日） 

オールウエスト愛媛 （松山コミュニティーセンター） 

平成２８年１０月２日（日）  

ダンシンググランプリ兵庫 （兵庫県立文化体育館） 

平成２８年１１月１３日（日） 

JDC西部ダンス選手権【後期】 （伏見港公園体育館） 

平成２８年１１月１９日（土） 

アマチュアグランプリ広島（東広島運動公園サブアリーナ） 

平成２８年１１月２６日（土） 

ゴールデンパレスカップ（ザ・ゴールデンパレス大阪） 



 

平成２９年２月１９日（日） 

ダンシンググランプリ西部（KBSホール） 

平成２９年３月５日（日）  

ダンシンググランプリ滋賀（瀬田公園体育館） 

平成２９年３月１９日（日） 

ダンシンググランプリ広島（三菱電機体育館） 

平成２９年４月２日（日）  

JDC西部ダンス選手権【前期】（日立マクセル体育館） 

平成２９年４月３０日（日） 

ダンシンググランプリ徳島（北島北公園総合体育館） 

   平成２９年５月２０日（土） 

ゴールデンパレスカップ （ザ・ゴールデンパレス大阪） 

   平成２９年６月１１日（日） 

ダンシンググランプリ京都（KBSホール） 

 

     

・九州総局   

平成２８年９月４日（日） 

全九州チャリティーダンス競技大会（ホテルニューオータニ熊本） 

平成２８年１０月２３日（火） 

 ジャパンオープンダンス選手権大会（北九州八幡ロイヤルホテ） 

       平成２８年１１月２０日（日） 

          西日本ダンス選手権大会（サンライズ杷木） 

       平成２９年 ３月１９日（日） 

全九州ダンス選手権大会（サンライズ杷木） 

平成２９年 ４月１６日（日） 

          全九州オープンダンス競技大会（鹿児島中央公民館） 

平成２９年 ６月２５日（日） 

ＪＤＣカップダンス選手権大会（北九州西日本総合展示場） 

 

 

・アンチドーピング委員会 

アンチドーピング講習会 

１． 日時：平成 28年 10月 2日（日）18:50～19:50 

会場：横浜ランドマークホール 

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークプラザ 5F 

講師：橘 弘子 

参加人数：指導者 25名、選手 23名、計 48名 



 

２． 日時：平成 29年 1月 8日（月）14：30～15：30 

会場：熊本テルサ 

熊本県熊本市中央区水前寺公園 28-51 

講師：岸本 理絵 

参加人数：指導者 18名、選手 30名、計 48名 

 

３． 日時：平成 29年 2月 19日（日）17:30～18:00 

会場：ＫＢＳホール 

京都府京都市上京区烏丸上長者町 KBS京都放送会館３Ｆ) 

講師：樋口 幹也 

参加人数：指導者 25名、選手 35名、計 60名 

 

・倫理委員会 

公益社団法人日本ダンス議会倫理規程を制定  平成 29年６月７日より施行 

       

 

「資格付与」    

 審査員及び資格認定事業 

  1 教師資格試験及び教師資格昇級試験 

   ・第 21回教師資格認定試験 → 受験者 06 名 

  教師資格昇級試験 → 受験者 12名 

講習日 ： 平成 28年 08月 18日（木） 

試験日 ： 平成 28年 10月 20日（木） 

       

・第 22回教師資格認定試験 → 受験者 09 名 

  教師資格昇級試験 → 受験者 16 名 

講習日 ： 平成 29年 4月 20日（木） 

試験日 ： 平成 29年 6月 15日（木） 

   

 

２ 採点管理認定試験 

    講習日 平成 28年 7月 21日（木）  

場  所 日本ガイシフォーラム１F 第 2研修室 

受講者 1次試験 11名 ２次試験 11名 

 

試験日 平成 28年 8月 18日（木） 

場  所 日本ガイシフォーラム１F 第 2研修室 

受験者 1次試験 11名（全員合格） 2次試験 11名（全員合格） 

講習日  平成 29年 6月 15日（木） 



 

試験日  平成 29年 6月 15日（木） 

場  所  日本ダンス議会西部総局事務局 

受験者  1次試験 2名（全員合格） 2次試験 2名（全員合格）                                 

 

  ・審査員義務講習 

     平成２８年 10月２３日（月）  会場：井手口ダンススクール 

          講 師 ： 武田まゆみ   山本恭弘   井手口眞夫   黒田眞二 

             受講者 ： 会員 ２４ 名   選手 ６ 名    一般愛好家  ２ 名 

 

 

 「青少年へのダンス文化指導と育成」 

  ジュニア・ジュブナイル競技会 

   ・東部総局    

平成２８年８月２８日（日） 

後期関東ダンス選手権大会（戸田市スポーツセンター） 

平成２８年１０月２日（日） 

    オールスターベイサイドカップダンス選手権大会（横浜ランドマークホール） 

平成２８年１１月１３日（日） 

    イーストジャパンダンス選手権大会（ファースト・プレイス東京） 

平成２９年４月９日（日） 

    イーストジャパン選手権大会（ファースト・プレイス東京） 

 

・中部総局   

平成２８年７月１０日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２８年１０月２日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２８年１１月６日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋ナディアパーク） 

平成２８年１１月２３日（祝水） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ三重（三重交通Ｇ スポーツの杜鈴鹿） 

平成２９年２月５日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 

平成２９年３月１９日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋市公会堂） 



 

平成２９年５月５日（日） 

      中部ダンスフェスティバル in静岡（清水テルサ） 

平成２９年５月２１日（日） 

      中部ダンスフェスティバルｉｎ名古屋（名古屋ナディアパーク） 

 

・西部総局   

平成２８年１１月１３日（日） 

JDC西部ダンス選手権 （伏見港公園体育館） 

平成２９年２月１９日（日） 

ダンシンググランプリ西部   （KBSホール） 

 

   ・九州総局 

平成２８年９月４日（日） 

全九州チャリティーダンス競技大会（ホテルニューオータニ熊本） 

   平成２８年１１月２０日（日） 

            西日本ダンス選手権大会（サンライズ杷木） 

平成２９年 ４月１６日（日） 

            全九州オープンダンス競技大会（鹿児島中央公民館） 

 

【収益事業】 

   １ 物品販売  教師資格試験教材等の販売 

   ２ 商品の推奨-普及及び販売促進 ウォーターサーバーの推奨 

   ３ 検定  社交ダンス検定 

 

【その他】 

  

 １ 理事会 ①平成２８年８月２日  

 文書理事会   

 議案 公益社団法人日本ダンス議会の主たる事務所移転の承認の件 

  ②平成２８年９月７日 １０：００～１２：００  

 理事会   会場：東京芸術劇場 6Ｆミーティングルーム７ 

  第１号議案  平成２７年度事業報告の承認の件 

第２号議案  平成２７年度決算報告の承認の件 

第３号議案  正会員新規入会承認の件 



 

第４号議案  理事改選の件 

  第５号議案  代議員総会開催の件 

③平成２８年９月２８日 １３：５０～１４：００ 

   臨時理事会     会場：東京芸術劇場６Ｆミーティングルーム７ 

   第１号議案 理事長、副理事長及び常務理事の選定の件 

   第２号議案 会費規程改定の件 

 

      ④平成２９年６月７日  １３：００～１５：００ 

理事会              会場：東京芸術劇場６Ｆミーティングルーム５ 

第１号議案  平成 29年度事業計画書(案) 承認の件 

第２号議案  平成 29年度予算書（案）、資金調達及び設備投資の 

見込みを記載した書類（案）についての承認の件 

  第３号議案  債務超過の解消について 

       法人会計の赤字について  ・日本ダンス議会の対処 

  第４号議案  新入会員承認の件 

  第５号議案  定時代議員総会の日程について 

 

 

 ２ 定時代議員総会  

 平成 28年 9月 28日（水）１３：００～１４：００ 

    会場：東京芸術劇場 ６Ｆミーティングルーム７  

報告事項 平成 27年度事業報告の件 

第 1号議案 平成 27年度決算報告承認の件 

第 2号議案     理事選任の件 

 

（事業報告に係る附属明細書） 

   平成 28年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条 

   第３項に規定する事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないため、附属明細書を作 

   成していない。 

 


