
1月 27日開催 第 11回 ABDC会議議事録 

 

議事録署名人：丁野真一    書記：花田諭   議事進行：金光進陪 

参加者（出席者☑，委任者に委） 

最高顧問 □ 稲川素子  顧問 ☑ 冨田圭潤 

顧問弁護士 □ 正田光孝 顧問税理士 □ 高橋晃一 

相談役 □ 石原正三 ☑ 西村弥文 ☑ 峰秀市郎 □ 簗田敦 

☑ 金光進陪 ☑ 庄司浩太 ☑ 田原健二 ☑ 芦木年和 ☑ 中泉繁 ☑ 北郷健一 

委 末安祐一郎 ☑ 花田諭 □ 木下聡明 ☑ 鈴木隆士 ☑ 長岡瞬 □ 西尾浩一 

☑ 西原光煕 ☑ 福島優一 ☑ 森脇健司 ☑ 石原正敏 委 相田和也 □ 飯田満之 

☑ 石川浩之 委 臼井一史 ☑ 片山雄暉 □ 神谷朋昌 □ 合馬靖雄 ☑ 丁野真一 

☑ 樋口暢哉 委 三浦大輔 □ 村田雄基 委 瀬古薫希 ☑ 宮川祐也 □ 加治屋貴士 

□ 中嶋秀樹 ☑ 本池淳 委 森雅寿 委 横山公法 ☑ 正藤隆史 ☑ 池田奈智 

☑ 荒木康孝 委 三井孝敏 

 

【白門保険 梅沢社長より】 

現在 EJBDF選手会，JCDC合わせて 119名。 

補償範囲は平均月収の 70%未満。 

医療保険と決定的に異なるのは、入院しなくても補償する所得補償保険であるということ(医師の診断が必

要)。 

他の保険と重複しての加入も問題ない。 

海外でのケガや、天災、飲み会後のケガなどもカバー。 

地方の選手の加入も問題なし。 

 

今現在加入団体によって保険料の支払い時期のずれがあるため、ABDCで一本化するに当たって処理をさせて

いただきます。加入者個々人に連絡がいきます。 

 

【各選手会からの現状報告】 

●JPCL会長 庄司浩太より 

特にありません。 

●TNKS会長 田原健二より 

特にありません。 

●EJBDF選手会長 金光進陪より 

特にありません。 

 

各団体とも明後日に総会。 

 

【各部報告】 

●イベント企画実行委員会（石原正敏実行委員長） 

①コングレス及び練習会 

2/19(日) 池袋 スタジオ iDCにて 19:00〜22:00 

前半ボールルーム・講師 檜山先生，後半ラテンアメリカン・講師 早川先生 

当日は講師の先生に飲み物を用意。 

ABDCの役員は盛り上げるために積極的に参加を。 

各団体毎に出席人数を事前に確認していただく。 

 

 



②DANフェス 

大概の施設は半年前の予約。事業部の中で手分けをして会場の確保を目指す。 

東京五輪前で改装中の施設が多く、難航しそうな気配がある。 

ホテルだと会場費が高く、ディナーパーティー形式しか考えられない。 

ちなみに大さん橋ホールは一年半前から予約ができるので、来年用に取ってしまってはどうか。 

 

●定款会則作成委員会（田原健二委員長） 

細則を清書して来月には出します。 

 

●経理部（正藤隆史部長） 

①決算報告→承認 

②予算案→承認 

 

●総務統括部（末安祐一郎部長） 

法人番号の公表同意書が送られてきた。マイナンバーの法人版。義務ではないがどうすべきか。 

→人格なき社団ではあるが納税はきちんとしていく。同意しましょう。 

 

●監査（芦木年和監査役） 

平成 28年 1月 1日から 12月 31日までの収支報告書及び証拠諸票・平成 29年予算案を確認し、適正と判断

しました。 

 

 

【その他】 

●バスケコラボイベントについて 

Bリーグ 2部リーグ地区 3位のチーム。その試合の中で社交ダンスのショーを踊らせていただける。フラッシ

ュモブのようなものが良いとの要望。 

ダンス体験コーナー，プロフェッショナルフォーメーションマッチを行いたい。優勝賞金 100 万円！会場費，

音響照明費ゼロなので、チケット代を賞金に当てられるのでは。優勝チーム以外にも業者様から副賞を出し

ていただける予定。 

バスケットボール選手とダンサーの対決のようなものができれば。 

司会候補の中村昌也さんのお兄さんがチームメンバー。 

ちなみにダンスシューズ不可。これをきっかけにシューズがなくてもダンスができることのアピールができ

れば。 

1チーム最低 5組で 10チームは確保したい。出演者が 1人 5名お客様を連れて来られれば。ご来場くださる

お客様一人一人に投票券が付いているという仕組み。審査員として各団体から 1名ずつお招きしたい。お客

様による投票，審査員の採点の合計で決まる。 

今回のイベントで集客力をアピールして実績にしたい。 

昼食代として 1人 1,000円を予定。 

全ての企画終了後、フロアーにてダンスタイムを予定している。 

→ABDCとしてどのように関わっていくべきか。連絡網を使ってメンバーを募ることはもちろんできる。チー

ムの管理などまでやるべきか。 

→企画側にイベントの告知，フォーメーションメンバー募集のお知らせの文面を作成していただき、流しま

しょう。 

 

 

 

 



●NDCJとの協定及び連絡会議、管理委員会への出向について 

協定案はこちらが提出したもので承認され、基本的には連絡会議が NDCJ管理委員会開催日の夜に行われる。

こちらには執行部が出席。不可能な場合は団体毎に代理を立てる。 

NDCJ管理委員会は基本的に月曜日の 14:00〜16:00@オフィス東京。オブザーバーとして毎回誰かしら出向し

てほしいという要望。各部の部長が年に一回，それと執行部で手分けをして出られないか。出向手当として 1

回 5,000円を ABDCから出す。 

→承認 

 

●賛助会員について 

現在プレミアム賛助会員(12名)と賛助会員が合計約 40名いらっしゃる。今年継続してどのようにアプローチ

できるか。 

・DANフェスへのご招待・ご優待は継続して可能。 

・バスケコラボイベントのご招待・ご優待。 

・HOTEL DANCE WITH ME!!へのご招待。 

他にも特典を随時考えていく。 

 

●メールマガジンの発行について 

今現在の状況は、12 月末まで毎月発行していた。今月は今回の会議終了後を予定。今後も継続して発行予定。 

賛同人の方々にも半期に一度程度 ABDCの現状報告を発信してはどうか。(総務部マター) 

総務部と広報部が連携して行っていくことに。 

広報部にメールマガジン作成可能な人材を入れる必要あり。 

 

●事務所及び事務員について 

井上先生に週に 1日来ていただいている。今のところ金曜日の 18:30〜22:30。 

井上先生より。 

シュレッダーが必要ではないかと経理部には相談済み。 

瀬古先生より指示をいただき、賛助会員の皆様への登録完了通知書を発送します。都内には今月中、地方に

は来月頭には届く予定。 

各種名簿を作成中。加盟各選手会の名簿最新版が必要！→各団体に依頼。 

事務所の片付けも進めます。 

金庫の管理をしています。会長と経理部長が鍵を所有。 

各種備品は預かっている経費で買い足します。 

業務依頼があればお知らせください。 

 

●DCJとの懇親会 

峰先生と日程をすり合わせて決定します。 

 

●その他関係団体との協力、提携について 

・JALより大木さんが来月いらっしゃる予定。 

・NDCJとの協定書を雛形にして、様々な団体と関係を構築していきたい。 

→学連やジュニアを積極的に育成している教室，JDSFなどが考えられる。 

→学連向けダンスイベントを考えては。 

→次回会議で協定書の雛形をチェック。 

 

下記は NDCJ管理委員会で意見を求められるであろう案件。こちらの意見をまとめたい。 

 

 



●バルカーカップのスポンサードの継続について 

前夜祭や厳しい規定など苦情もあったわけだが、賞金額は今までを考えると破格。どのように考えるべきか。 

選手としては前夜祭は避けていただきたい，お客様の応援グッズを許可していただきたい。 

他業種との繋がりを持つことの大変さを理解する良い機会をいただいていると考えることもできる。 

競技会の形式を従来通りにして欲しいと交渉することを上層部に依頼することは可能。 

「お金を出して口を出さない」ことを期待するのは筋違い。 

例えば、「前夜祭は競技会当日のパフォーマンスが落ちる可能性があるためなくして欲しい。」という正論

でこちらの意見を主張するのはあり。 

バルカーさんは「選手にスターになっていただきたい」と考えている。競技会とそれは相入れないところで

はないか。スター性を持たせることができそうなイベントを企画できれば。 

トップの金額が大きいのはもちろんステータスになるし良いのだが、例えば準々決勝進出で 10万円となると

かなりインパクトがあると感じる。 

 

→総論として、選手としてはスポンサーを継続して欲しい。これで逃してしまっては今後の業界のためにも

良くない。 

ただ前夜祭は競技会当日のパフォーマンス低下の恐れがあるため避けていただきたい。また応援グッズの許

可や賞金の分配を含め、競技会運営方法の見直しも含め交渉していただく。 

→賛成多数で承認。NDCJには ABDCの会議で話し合われたものだと報告。各選手会の総意という言葉は使わな

い。 

 

●チームジャパンについて 

静観。 

 

●世界選手権ジャッジ基準について 

ボーンマスにて WDC会議があり、昨年のボールルーム世界選手権の審査員構成について意見書が出たことに

ついて。 

世界選手権 123位 AAA 

世界選手権ファイナリスト AA 

世界選手権セミファイナル，各国のナショナルイベントのファイナリスト A 

と審査員にランク付けし、WDCタイトルイベントは AA以上の審査員しか審査できないというアイディア。 

この案通りであると、日本人審査員が審査できる可能性が非常に低くなる。 

 

→世界選手会に日本の選手会として意見を出せるので、各団体に持ち帰りトップ選手などから意見を聞きま

しょう。 

 

●冨田氏より、DANフェスに広告を出してくださった野沢様のヘアサロン(銀座一丁目)に、プログラムを持参

すると 3割引になるのでぜひ！ 

→このような情報もメールマガジンに載せられれば良い。 

 

●次回会議で各部部長が事業報告・計画案を発表。 

 

次回会議予定 2月 20日（月） 22：30より ABDC事務所にて 

 

 

 

 

議事録署名人                     


