
 

平成 26 年度 

 

神奈川県ダンススポーツ連盟 

 

総 会 

 

日時  平成 27年 5月 18日（月） 18時 40分～19時 30分 

場所  神奈川県民センター 305号室 

 

 

 

 

次 第 

 

第 1号議案  平成 26年度事業報告 

 

第 2号議案  平成 26年度決算報告及び監査報告 

 

第 3号議案  平成 27年度事業計画 

 

第 4号議案  平成 27年度予算 

 

第 5号議案  役員改選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 1号議案） 

 

平成 26年度事業報告（総括）案 
 

神奈川県ダンススポーツ連盟 

会長     仲野 巽 

 

平成 26年度の事業については、まず 2月 22日に横浜ベイシェラトンホテルで、創立 40周年

記念祝賀会を盛大に開催することができた。出席者 368名、うち来賓 29名、第 1部のダンスタ

イムとトライアル、第 2部の祝賀会に分けて全 7時間をかけて 40周年を祝うことができた。 

約 1 年前から実行委員会を立ち上げて、県連役員・会員が一致してこのイベントを作り上げ

てきたことが、成功につながったと思う。改めて関係者に感謝したい。 

普及関連事業では、会員拡大事業が会員の急速な高齢化による会員減少傾向によって苦戦し

ている。他都県が会員を大きく減らしている中、4,092 名（前年比－66 名）と比較的小さな減

少にとどめ、目標値 4,000名を確保することができた。 

競技関連事業は、4月 6日第 18回神奈川県選手権を秩父宮記念体育館で開催し、出場選手も

順調で収益的にも貢献することができた。また、11月 9日第 22回全国都道府県対抗大会（長崎）

で神奈川県チームは優勝を獲得した。 

その他、H26年度神奈川県体育功労者表彰、及び県体協創立 75周年記念表彰で、当連盟から

多くの表彰者を出すことができた。 

 

１． 普及関連事業 

（1）会員拡大事業 

・会員の高齢化による減少傾向は大変に厳しかったが、計 10回の委員会を開催して熱心

に活動した。H25年度（10.31現在）の 4,158名に対して、4,040名（‐118名）の数

値目標を設定した結果、H26年度（10.31現在）の会員数は、4,092名と昨年比‐66名、

目標比＋52名と、苦しいながらも健闘することができた。 

（2） 技術認定会事業 

・ ハイグレード認定会 2回の他、加盟団体主催認定会と併催で県連主催認定会 4回及び

加盟団体主催認定会 9回、計のべ 15回の認定会と 16回の講習会を実施するなど、活

発な活動を行った。 

（3） 指導員講習会・研修会 

・ 新規指導員養成講習会・認定試験（4月～5月、38名受験、34名合格）及び公認指導

員研修会 3回（のべ 284名参加）を実施した他、昨年に引き続き 2回目の B級昇級講

習会・試験（27名受験、18名合格）を実施した。 

（4） ダンスフェスティバル・ダンスツアー（事業部関連） 

・ 県連主催第 6 回大ダンスフェスティバルは、9 月 27 日鶴見サルビアホールで開催し、

303名の参加があった。 

・ 第 5回ダンスツアーは、7月 5日～6日熱海でを実施し、約 160名の参加と盛況であっ

た。 

・ 本部主催三笠宮杯、東京オープンでの入場券販売・役員派遣、及び本部商品の新ダン

ススポーツ教本、オリジナル CD、オリジナルウェアなどの販売を行った。 

（5） ジュニア育成事業・学校教育への導入事業 

・ 加盟団体主催競技会の中にジュニア区分設ける取組は、県大会 1 回の他横浜で 2 回、



川﨑で 1回、相模原で 1回、藤沢で 1回実施された。ジュニア会員の競技会出場機会

の提供とモチベーションアップのこの試みは、継続によって効果が表れるので、引き

続き継続していく。 

・ 第 34回三笠宮杯併催「全国子どもダンスうんどう大会」に 1チーム参加（金賞受賞）

し、個人戦にも 2組の参加があった。 

・ 第 9回オールジャパンジュニアカップ仙台大会に、ジュニア 17名、ジュニア指導員 7

名が参加した。 

・ ジュニア指導員のレベルアップ研修会を県主催で 2回開催した。 

・ 逗子沼間中学校の体育授業については、学校側の都合で実施されなかった。 

（6） 広報事業  

・ 広報誌「かながわ」は、第 19号、第 20号を発行した。 

・ ホームページによる県連事業に対する広報は、更新担当制の発足によりタイムリー

な情報の発信・更新を行うことができた。 

・ ホームページ掲載の勉強会を月 3回実施し、部員のスキルアップを図った。 

・ 創立 40周年祝賀会の記念誌発行など積極的な協力を行った。 

  （7） その他普及事業  

・ 例年通り、（公財）神奈川県体協主催ダンススポーツ教室の冬季、春季、秋季の各

12回の講習会に、講師を派遣した。 

 

２． 競技関連事業 

（1） 競技会主催・主管事業 

・ 4/6藤沢市秩父宮記念体育館で第 18回神奈川県選手権・関東甲信越ブロック選手権

シニアⅡ・第 10回サークル対抗戦・第 8回ジュニア選手権を開催した。のべ 634

組と、のべ 29チームの参加があった。 

・ 県内 DSCJ公認競技会開催支援及び調整を行った。 

  （2） 全国団体競技会への神奈川県チーム派遣事業 

・ 第 22回全国都道府県対抗大会（11/9、長崎県）へ代表チームを派遣し優勝を獲得

した。 

・ 第 16回関東甲信越ブロック選手権大会（11/30群馬県、3位）へ選手団を派遣した。 

・ ねんりんピック栃木（10/5）でのダンススポーツ競技へ神奈川選手団の派遣川崎、

横浜、相模原市選手団への派遣支援を実施した。 

（3） その他競技関連事業 

・ 質の高い競技会開催を目指して競技3資格の合同研修会（公認研修会）を開催した。 

・ 支援システム新バージョンの勉強会を開催した。 

 

３．その他 

（1） 登録管理部による会員、選手データの迅速、正確な把握を行い毎月報告した。3月

末の会員数は 3,803名、選手数 2,175名である。 

                                   

以上 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 





（第 3号議案） 
平成 27年度事業計画（総括）案 

 

神奈川県ダンススポーツ連盟 

会長     仲野 巽 

 

平成 27年度は、創立 40周年を迎えて新旧執行体制の交代という節目の年になる。JDSFも高

齢化社会の急速な進展の流れの中で、会員の減少という大きな危機に面している。 

JDSF47都道府県連盟の中で第 2の規模である神奈川県連盟としては、従来通り JDSFの公益目

的事業の推進に協力しながら、ダンススポーツのオリンピック種目化も視野に入れて、今後の

新たな方向付けについて検討を開始する必要がある。 

 

従来の事業については、まず公益目的事業であるダンススポーツの普及事業・会員拡大活動

を引き続き推進する。横浜市連盟が行うダンスダンスダンス＠ヨコハマ関連事業に対して県連

として協力し、ダンススポーツの社会的認知度の拡大に努める。高齢化による会員の急速な減

少に対しては、あきらめることなくモチベーションを維持して、対応策を検討しながら重点的

に実施していく。 

また将来の発展の基礎となるジュニア育成活動に注力する。7月にオールジャパン・ジュニア

カップ in神奈川を主管し、ジュニア会員のモチベーションアップとジュニア選手育成を図る。 

競技関連事業については、第 19回神奈川県選手権の主催をはじめ、各加盟団体による公認競

技会についても、充実した魅力ある競技会・質の高い競技会の提供をめざして、従来通り積極

的取り組む。技術認定会、指導員養成事業も、従来通り積極的な事業展開を進めていく。 

また、ホームページのさらなるレベルアップを実現し、その有効活用によって広く社会に対

してして、また会員に対してダンススポーツ情報の迅速な提供を行う。 

 

１． 普及関連事業 

（1）会員拡大事業 

競技選手の減少傾向及び競技以外の会員に対しては、その満足度向上のために以下の諸策を

実施するとともに新会員確保を図る。 

・ 県連主催第 7回大ダンスフェスティバルの開催を始め、各加盟団体の小～中規模ダンス

フェスティバルを相当数開催。その連携を図り魅力を向上させる。（事業部） 

・ 第 6回ダンスツアーを実施する。（事業部） 

・ 横浜市で開始する介護予防ダンス及び川崎市のいきいき大作戦を支援する。 

・ 友の会入会者に対する魅力ある普及事業への参加を促進して会員定着を図る。 

・ 横浜市区連盟の加盟推進を図る。 

・ 一定の実績に対して報奨制度を検討する。 

・ 拡大目標値を設定する。 

（2）ジュニア育成事業 

・ 7/19秩父宮記念体育館でオールジャパン・ジュニアカップ in神奈川を、7/18にジュニ

ア指導員コングレスを主管する。 

・ 昨年度に引き続き、県大会の他各加盟団体主催競技会（横浜、川崎、相模原、藤沢）に

プレジュニア又はジュニア競技区分を取入れ、ジュニア会員に参加機会を提供し、モチ

ベーションアップを図る。 

(3）技術認定会事業 



・ 県連主催の認定会を 4 回（内 2 回は HG コース）、及び技術認定講習会を開催し認定制

度の拡大を図る。 

（4）指導員養成・研修事業 

・ 例年通り新規指導員養成講習会（5/4 、5/5 ）と選考試験(6/20)を開催する。 

・ 指導員の資質向上をめざして、指導員研修会を 4回開催する。 

(5)  B級昇級指導員養成講習会(4/25、5/2)と選考試験(6/20)を実施する。 

(6)  ダンスフェスティバル、ダンスツアー、物品販売等 

・   第 7回大ダンスフェスティバル、第 6回ダンスツアーの実施。 

・ 本部開発の物品販売を積極的に行い、会員満足度と連盟損益貢献を図る。 

 

２． 競技関連事業 

(1) 競技会主催事業 

・ 第１9回神奈川県ダンススポーツ選手権、関東甲信越ブロック選手権シニアⅢ、第11回サーク

ル対抗戦、及び、かながわシニアスポーツフェスタ 2015 を開催する。（4/5 相模原市総合体

育館） 
・ 第 10 回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ 2015in 神奈川を開催（7/19 秩父宮記

念体育館）を開催する。 
・ 県内 DSCJ公認競技会開催支援及び調整を行う。 

(2）団体戦へ神奈川県チーム派遣事業 

・ 第 23 回全国都道府県対抗大会（11/8 和歌山）、第 17 回関東甲信越ブロック選手権大会

（11/1 長野）への神奈川県チームの派遣を行う。 
・ ねんりんピックダンススポーツ大会（10/18 山口）へ代表チーム派遣を行う。また横浜、

川崎、相模原代表チーム派遣への支援を行う。 

（3）その他競技関連事業 

・ 質の高い競技会開催を目指して、競技 3資格の合同研修会（公認研修会）を年に１～２

回開催する。 

・ 支援システム新バージョンの勉強会を開催する。 

・ 加盟団体への採点管理指導、大会支援を行う。 

 

３．その他事業 

（1）組織委員会 

・ 神奈川県内市町村体育協会加盟については、今後急ぐことなく加盟を推進していく。 
・ 大和市と横須賀市の県連加盟については、両市団体とも現状において早急に加盟する必

要はないものの、状況を見て判断していく。 
（2）その他 

・ 登録管理部による会員、選手データの迅速・正確な把握及び毎月報告を行う。友の会会

員データも報告する。  

・ ホームページのさらなるレベルアップを実現し、これを積極的に活用してダンススポー

ツの普及に貢献する。 

・ 広報誌「かながわ」第 21号、第 22号を発行する。 

・ 神奈川県体協主催ダンススポーツ教室への講師派遣他、県体協へ協力する。 

・ 県連役員のためのリーダーズキャンプを開催する。 

・ JDSF主催行事の第 35回三笠宮杯（10/11東京体育館）、その他本部主催行事への入場券

販売、役員派遣などの事業協力を行う。 

以上 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

 



( 第5号議案）　　　　　　　　　
　　　　　　　　平成27年度理事・監事候補

                                                　　　　　　　　 　平成27年 5月18日

連盟 　　理事　　　

川崎市ダンススポーツ連盟 堀越　保 林　昭義 菅野　幸夫 田中　一明

横浜市ダンススポーツ連盟 竹島　弘幸 中村　武 坂上　重一 鈴木　信夫 三谷　ときわ 井熊　忠八

相模原市ダンススポーツ連盟岡本　寿一 福澤　幸雄 小林　春雄 小田中　壽文

相模ダンススポーツ連盟 嶋田　洋子 長野　正和

湘南ダンススポーツ連盟 中塚　厚生 正根　志津子 中塚　恵美 大谷　光一

鎌倉市ダンススポーツ連盟 田代　晃久 林　由紀雄

藤沢市ダンススポーツ連盟 柴田　真理子 川口　健二

厚木市ダンススポーツ連盟 桜田　工 小島　勝巳

神奈川県DSC 日比野　秀彦 須田　幸彦 佐々木孝一郎 河合　隆広 助川　貞一郎 足立　恵子 森木　行徳 川戸　誠道 堀ノ内　基子 大上　勇夫

連盟
横浜市ダンススポーツ連盟
神奈川県DSC
川﨑市ダンススポーツ連盟

監事（3名）

吉岡　昇治 金子　勲 安田　輝子



平成26年度 神奈川県総会構成員
平成27年 5月 18日

連盟 人数 氏名 (37名 )

川崎市ダンススポーツ連盟 3名 磯員 英夫 堀越 保 林 昭義

横浜市ダンススポーツ連盟 6名 竹島 弘幸

三谷 ときわ

中村 武

井熊 忠八

坂上 重― 鈴木 信夫

相棋原市ダンススポーツ連盟 3名 日本 寿― 福澤 幸雄 小林 春雄

相棋ダンススポーツ連盟 2名 嶋田 洋子 長野 正和

湘南ダンススポーツ連盟 3名 中塚 厚生 正根 志津子 大谷 光―

鎌倉市ダンススポーツ連盟 2名 田代 晃久 林  由紀雄

藤沢市ダンススポーツ連盟 2名 柴田 真理子 川口 健二

厚木市ダンススポーツ連盟 2名 桜田 エ 小嶋 勝巳

神奈川県DSC 14名 日比野 秀彦

助川 貞―郎

川戸 誡道

中村 清

須田 幸彦

足立 恵子

林 峯之

森 信政

佐々木 孝一郎

森木

大江

行徳

周 平

合

　

田

　

上

河

　

士
口
　

大

隆広

大治郎

勇夫
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