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平成３０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. ２０１8 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３０年１０月２１日（日） １２：3０～２１：００ 

        ロワジールホテル 豊橋 

            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. ２０１９ワールドスーパーシリーズ/アジアオープンダンス選手権大会 

        平成３１年２月２４日（日） 

        日本武道館大ホール 

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

                         ラテン      Stefano Di Filippo & Dasha(USA) 

 

 

    （国内大会） 

・ブラインドダンス  ～視覚障がい者による社交ダンス競技会～ 

第１３回全日本ブラインドダンス選手権大会 

平成 30 年 8 月 26 日 11:50～17:30 

テレコムセンタービル アトリウム    集客数：約 470 人  出場料・入場料：無料 
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 ・201９JDC カップダンス選手権大会 

   令和元年６月３０日（日） 

     ロワジールホテル豊橋 

           優勝者 ボールルーム 森脇健司・的場未恭 

ラテン  鈴木裕哉・原田彩華 

  

・東部総局 

平成３０年８月１９日（日）  

彩の国ダンスフェスティバル 2018（進修館） 

平成３０年８月２６日（日）  

後期関東ダンス選手権大会（浦和コミュニティーセンター） 

平成３０年９月１６日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（都立産業貿易センター台東館 5 階） 

平成３０年９月２４日（月・祝） 

オールスターベイサイドカップダンス選手権大会（藤沢商工会館ミナパーク） 

平成３０年１０月７日（日） 

関東ダンス選手権・東部日本ニュースターグランプリⅡ（ファースト・プレイス東京） 

平成３０年１１月４日（日） 

栃木ダンスフェスティバル（栃木市総合体育館） 

平成３０年１１月１１日（日） 

イーストジャパンダンス選手権（ファースト・プレイス東京） 

平成３０年１２月８日（土） 

初心者の方の為の競技会 in 大宮（コンフォートホール大宮） 

平成３１年１月１４日（月・祝） 

すみだダンスフェスティバル（すみだ産業会館） 

平成３１年２月１０日（日） 

東京インペリアルチャンピオンシップ（ファースト・プレイス東京） 

平成３１年３月２日（土） 

初心者の方の為の競技会 in 大宮（コンフォートホール大宮） 

平成３１年３月１７日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（都立産業貿易センター台東館 4 階） 

平成３１年３月３１日（日） 

イーストジャパン選手権（ファースト・プレイス東京） 
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平成３１年４月１４日（日） 

関東ダンス選手権 in 千葉（千葉ポートアリーナ） 

平成３１年４月２０日（土） 

土曜１８時ボールルーム競技会 in 浦和（浦和コミュニティーセンター） 

令和元年５月１２日(日) 

浅草ダンスフェスティバル（都立産業貿易センター台東館 6 階） 

令和元年５月１９日（日） 

群馬ダンスフェスティバル（伊勢崎市民プラザ） 

令和元年６月２日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（都立産業貿易センター台東館 6 階） 

令和元年６月９日（日） 

栃木ダンスフェスティバル（栃木市総合体育館） 

令和元年６月１５日（土） 

初心者の方の為の競技会in大宮（コンフォート大宮） 

 

・中部総局 

  平成３０年７月８日（日） 

   中部ダンスフェスティバル in 名古屋(プロアマ）（邦和スポーツランド） 

 

平成３０年８月１９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３０年９月２日（日） 

   後期中部日本ダンス選手権（邦和スポーツランド） 

 

平成３０年９月１７日（月・祝） 

   中部ダンスフェスティバル in 三重（スポーツの杜 鈴鹿） 

 

平成３０年９月２３日（日） 

   中部ダンスフェスティバル in 名古屋(プロアマ）（邦和スポーツランド） 

平成３０年１０月２１日（日） 

ジャパンオープンダンス選手権大会 （ロワジールホテル豊橋） 

 

平成３０年１１月１１日（日） 

   中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド） 
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平成３１年２月３日（日） 

   中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド） 

 

平成３１年３月１０日(日） 

   中部ダンスフェスティバル in 名古屋(プロアマ）（邦和スポーツランド） 

 

平成３１年４月７日（日） 

   中部ダンスフェスティバル in 金沢（石川県立音楽堂） 

 

令和元年５月１２日（日） 

   中部ダンスフェスティバル in 名古屋 併催アマチュアチームマッチ（邦和スポーツランド） 

 

令和元年６月１６日（日） 

   前期中部日本ダンス選手権（名古屋市公会堂） 

 

・西部総局  

   平成３０年７月２９日（日） 

       ニュースターボール in 大阪（YMCA 国際交流センター） 

平成３０年９月８日（土） 

アマチュアグランプリ広島（東広島運動公園） 

平成３０年１０月 7 日（日） 

ダンシンググランプリ兵庫（常盤アリーナ）   

平成３０年１１月 1１日（日） 

JDC 西部ダンス選手権大会【後期】（伏見港公園体育館） 

平成３１年２月 1０日（日） 

ダンシンググランプリ西部（高石市立総合体育館） 

平成３１年３月２１日（木・祝） 

ダンシンググランプリ広島（福山市・ローズアリーナ） 

平成３１年３月３１日（日）  

ダンシンググランプリ滋賀（瀬田公園体育館） 

平成３１年４月７日（日）  

JDC 西部ダンス選手権大会【前期】（伏見港公園体育館） 

       平成３１年４月１４日（日） 

ウエストジャパンカップダンス選手権大会 （九州総局共催）（北九州国際会議場） 

平成３１年４月２８日（日） 
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ダンシンググランプリ徳島（板野町田園パーク） 

    令和元年５月２５日（土） 

    ゴールデンパレスカップ（ザ・ゴールデンパレス大阪） 

令和元年６月２３日（日） 

ダンシンググランプリ京都（KBS ホール） 

     

・九州総局   

   平成３０年９月１６日（日） 

全九州学生競技ダンス連盟ＯＢ・ＯＧ交流戦（九州産業大学体育館） 

平成３０年９月 23 日（日） 

全九州オープンダンス競技大会（大刀洗ドリームセンター） 

平成３０年１０月８月（月・祝） 

    ＪＤＣダンスフェスティバル in 熊本（熊本テルサ） 

平成３０年１１月 18 月（日） 

    西日本ダンス選手権大会（アクティブリゾート福岡八幡） 

平成３１年３月１７日（日） 

               全九州ダンス選手権大会（大刀洗ドリームセンター） 

平成３１年４月１４日（日） 

ウエストジャパンカップダンス選手権大会 （西部総局共催）（北九州国際会議場） 

令和元年６月９日（日） 

全九州オープンダンス競技大会（鹿児島中央公民館） 

「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３０年８月２６日（日）  

 後期関東ダンス選手権大会（浦和コミュニティーセンター） 

平成３０年９月１６日（日） 

 浅草ダンスフェスティバル（都立産業貿易センター台東館 5 階） 

平成３０年９月２４日（月・祝） 

 オールスターベイサイドカップダンス選手権大会（藤沢商工会館ミナパーク） 

平成３０年１０月７日（日） 



- 6 - 

 

関東ダンス選手権・東部日本ニュースターグランプリⅡ（ファースト・プレイス東京） 

平成３１年１月１４日（月・祝） 

すみだダンスフェスティバル（すみだ産業会館） 

平成３１年３月３１日（日） 

イーストジャパン選手権（ファースト・プレイス東京） 

平成３１年４月１４日（日） 

関東ダンス選手権 in 千葉（千葉ポートアリーナ） 

令和元年６月２日（日） 

浅草ダンスフェスティバル（都立産業貿易センター台東館 6 階） 

 

・中部総局   

平成３０年７月８日（日） 

       中部ダンスフェスティバル in 名古屋(プロアマ）（邦和スポーツランド） 

平成３０年９月２３日（日） 

      中部ダンスフェスティバル in 名古屋(プロアマ）（邦和スポーツランド） 

平成３０年１１月１１日（日） 

       中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド） 

平成３１年２月３日（日） 

       中部ダンスフェスティバル in 名古屋（邦和スポーツランド） 

平成３１年３月１０日（日） 

       中部ダンスフェスティバル in 名古屋(プロアマ）（邦和スポーツランド） 

令和元年５月１２日（日） 

       中部ダンスフェスティバル in 名古屋 併催アマチュアチームマッチ 

（邦和スポーツランド） 

 

・西部総局   

平成３１年２月１０日（日）  

ダンシンググランプリ西部（高石市立総合体育館） 

平成３１年４月７日（日）  

JDC 西部ダンス選手権大会【前期】（伏見港公園体育館） 
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    ・九州総局 

平成３０年１１月１８月（日） 

   西日本ダンス選手権大会（アクティブリゾート福岡八幡） 

 

「資格付与」    

   ・教師資格及び審査員資格認定事業 

1 教師資格試験及び教師資格昇級試験 

              ・第２５回教師資格認定試験 →  受験者 ２ 名 

           教師資格昇級試験 → 受験者 １１名 

講習日 ： 平成３０年 0９月２０日（木） 

         試験日 ： 平成３０年１０月１８日（木） 

       

     ・第２６回教師資格認定試験 → 受験者 ６ 名 

      教師資格昇級試験 → 受験者 ７ 名 

         講習日 ： 平成３１年４月１８日（木）  

試験日 ： 令和元年６月２０日 （木 ）  

    

２  審査委員会 

JDC 審査員義務観戦    平成３１年２月２４日（日） 

２０１９アジアオープンダンス選手権大会 

観戦者２０２名 

JDC コングレス審査員資格義務講習 

平成３１年２月２５日（月） 

講師 : Mr. Christopher Hawkins, Mr. Jukka Haapalainen, Ms. Alessia Betti, 

Mr. Ralf Lepehne, Mr. Marcus Hilton (MBE), Mr. Michael Wentink, 

受講者 : １９４名 

JDC コングレス審査員資格義務講習 

    平成３０年１０月２２日（月） 

     会場  中川雄太ダンスアカデミー 

     講師  武田琢秀、楠潤一郎、澤田健一、中川雄太 

     受講者 ２４名 

審査員資格試験 

   試験日：令和元年６月３０日（日）  

場 所 ：JDC カップダンス競技会会場 
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受験者：西部総局 １名 

選任および派遣審査員 

   平成３０年１０月    ジャパンオープンダンス審査員の選任 

      統一ライジングスターダンス競技会審査員派遣 

   平成３０年１１月   全日本学生ダンス選手権審査員派遣 

       統一１０ダンス選手権審査員派遣 

統一全日本ダンス選手権審査員派遣 

   平成３１年 ２ 月  アジアオープンダンス選手権審査員選任 

   令和元年 ６ 月   JBDF インターナショナルダンス選手権審査員派遣 

                    JCF 東京国際ダンス選手権審査員派遣 

                    JDC カップダンス選手権審査員の選任 

全日本学生ダンス選手権審査員派遣 

 

 

・採点管理委員会（採点管理試験実施） 

講習日  平成３０年１０月２５日（木） 

試験日  平成３０年１１月２２日（木） 

場  所  JDC 中部総局 事務局 

   受験者  1 次試験 ６名（全員合格） 2 次試験 ６名（全員合格） 

 「その他の委員会活動」 

 ・アンチドーピング委員会 

アンチドーピング講習会の実施 

１． 日時：平成３１年 1 月 6 日（日）18:00～19:50 

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 里絵 

参加人数：指導者２８名、選手３０名、計５８名 

 

２. 日時：平成 31 年 2 月 10 日（日）18:40～19:30 

会場：ファースト・プレイス東京 

東京都荒川区東日暮里 5-50-5 ラングウッドビル地下２階 

講師：橘 弘子 

参加人数：指導 2１名、選手 32 名、計 53 名 

３. 日時：平成 3１年 2 月 10 日（日）18:20～19:00 

会場：大阪府高石市立総合体育館 

大阪府高石市西取石 6-5-6 
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講師：北見由加里（スポーツファーマシスト） 

参加人数：指導者 1８名、選手 35 名、計５3 名 

 

  ・ジュニア/ジュブナイル育成委員会 

① 競技会実施 ジュニア・ジュブナイル競技会（各総局ごとに実施） 

② ２０１９アジアオープンダンス選手権大会 

１） 日本武道館の 2 階自由席（子どもと保護者 2 枚セットで 100 組）を、各教室のジュニア世代

の生徒さん、ジュニア競技会参加者、近隣の小学生、子ども会等に無料配布を行う。 

２） 日本武道館の１階席をジュニア割引券として販売（小学生と保護者のセット券、中高校生向

け割引券） 

 ③ ジュニアダンスキャンプ開催 

日 時 ： 令和元年 5 月１日（水） １０時～１４時 

 場 所 ： ヤハタダンススクール 

  タイムテーブル：９時３０分 集合 

       １０時～１１時３０分 ストレッチ＆バレエ （講師・四季バレエスクール 花木明恵） 

               １１時３０分～１２時 休憩   

                     １２時～１２時４５分 ボールルーム （講師・橘弘子） 

                     １２時４５分～１２時５５分 休憩 

                     １２時５５分～１３時４０分 ラテン （八幡美佐子） 

  参加者：計１４名 

   未就学児 ４名 

         小学校低学年（１～３年生） ３名 

         小学校高学年（４～６年生） ６名 

         中学生 １名  

 

③  ジュニア・ジュブナイル育成のための指導者意見交換会及び勉強会の実施 

 令和元年５月 １日 （水） 指導内容についての意見交換会 

令和元年５月１７日 （金） 指導内容についての意見交換会、ジュニアダンス検定策定と 

               テキスト内容についての意見交換会 

          来年度、ジュニア/ジュブナイル競技会の種目について検討会を実施 

   ・ブラインドダンス委員会  ～JDC 会員と視覚障がい者（ブラインド）で構成する委員会～ 

年に数回程度「ブラインドダンス委員会会議」を開催し、ブラインドダンスの輪を広げていく活動を

模索したり、参加しやすい競技会の環境づくりなどを話し合い、あくまで出場する視覚障がい者

の視点に立った取組を行っている。 
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また、ダンスを通じて視覚障がい者と晴眼者との交流により共生社会の実現を目指している。 

        【会議開催日】 

         平成３０年９月１日（土）  １３時～１４時半  神奈川県ライトセンター（横浜市旭区） 

         平成３０年１２月１日（土） １３時～１４時半  神奈川県ライトセンター（横浜市旭区） 

         平成３１年２月２日（土）  １１時半～１３時半 中国料理 嘉宮（横浜市西区） 

         平成３１年４月１３日（土） １３時～１４時半  神奈川県ライトセンター（横浜市旭区） 

         令和元年６月８日（土）  １３時～１４時半  神奈川県ライトセンター（横浜市旭区） 

 

 

【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 30 年 9 月 5 日（水）10：00～10：40 

      東京芸術劇場 ６Ｆ ミーティングルーム７ 

議  案 第１号議案  平成 29 年度事業報告の承認の件 

第２号議案  平成 29 年度決算報告の承認の件 

第３号議案  慶弔規程制定の件 

第４号議案  会費規程改定の件 

第５号議案  理事及び監事改選の件 

第６号議案  定時代議員総会及び臨時理事会開催の件  

     

 ２)平成３０年９月２６日（水）１０：３０～１１：００  

        東京芸術劇場 ６Ｆ ミーティングルーム７ 

   議  案 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 正会員新規入会承認の件 

３)令和元年６月５日（水） １３：００～１３：３０  

       東京芸術劇場 ６Ｆ ミーティングルーム７ 
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              議  案    第１号議案 令和元年度事業計画書（案）承認の件 

第２号議案 令和元年度収支予算書（案）、資金調達及び設備投資

の見込みを記載した書類（案）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 定時代議員総会の日程について 

第５号議案 会費規程の変更について 

 

 

 ２ 定時代議員総会  

 平成 30 年 9 月 26 日（水）  １０：００～１０：３０ 

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 29 年度事業報告の件 

        

・決議事項 第 1 号議案 平成 29 年度決算報告承認の件 

第 2 号議案  理事及び監事の選任の件 

 

 

 

 

 

・（事業報告に係る附属明細書） 

   平成３０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。 

 


