




 

 

理事会議事録 

■ 第 279 回定例理事会 

 
日 時 令和３年６月１０日（木）２２：３０〜 
場所 ZOOM で行いました。 
 

１. 各部報告 

 
全国事務局 
・通常の連絡業務を行いました。 

・財務部より事務所管理費をいただきました。 

 

総務部 
・通常業務および、遅くなりましたが会員証の配布を行いました。 

 

財務部 
下記を振込ました。 

・会報誌 6月号製本代 

・会報誌送料代・雑費 

・鈴木愛弓先生コラム謝礼 

・4/28 ドーメンオンラインレッスン代 

 

渉外部 
・ブラックプール及びロンドンインターに出場予定の選手を取りまとめて

おります。 

エントリー業務は行いません。 

ロンドンインターについては後ほどブロック連絡にて流す予定です。 

 

競技部 
・JPCL 新規入会に関する案内資料を作成し、JCF 事務局(大山先生)にお渡し

しました。 

移籍などで JCF 登録があった場合、その選手に JPCL 新規入会の資料を渡し

てくれます。 

今後、担当が変わることがあるので、年度が変わるごとに JCF 事務局に連

絡(挨拶)をするようにします。 

 



 

 

技術部 
・6/14 にボールルームのオンライン講習会を企画しました。また、6/29 日

にラテンのオンライン講習会を企画中です。 

 

広報部 
会報誌 6月号を作成しました。JCFCUP プログラムの選手会広告を作成しま

した。 

 

配券部 
・JCF 全日本のチケットの販売促進を行いました。 

競技会が近づいて参りましたが、1週間前までチケットの受付が可能ですの

で引き続きチケットの販売にご協力の程よろしくお願い致します。 

・6月 13 日の競技会が無観客試合になったと思うのですが、ホームページ

に記載が無いため問い合わせが来ております。 

 

事業部 
・ブログ、SNS の更新を行いました。 

 

ブロック統括部  
西関東第一 

JPCL CUP について 

 ・当日来られない人のフォローをしっかりして欲しい。 

 ・拍手しかできないのに応援が必要だったのか？ 

 ・プロの控え室の出入口が一方通行をしてなかった。 

   一方通行するなら、室内にも表記が必要。 

 ・来年の派遣コンペ、FM はどうした方がいいのか？ 

  派遣コンペはスポンサー次第なのか？ 

  今回みたいに、チームマッチの方がいいのでは？ 

ブロック会議について 

 ・人数が少ないので合同でやってはどうか？ 

 ・何ヶ月に 1回、合同でした方がいいのでは？ 

→とりあえず今 ZOOM 会議をしている東関東と西関東第一のブロック会議に

参加したい人は参加してもらう。 

 

競技会について 

 ・５月２３日の競技会の賞金が少なかった。 



 

 

  オープン戦の決勝に入った人は、最低エントリー費ぐらいの方がいい

のでは？ 

  プロは経費削減のため、毎回メダル無しで賞金のみにした方がいいの

では？ 

  メダルはあった上で、賞金をあげて欲しい 

 ・競技会の撮影料金をスマートフォンに限り、無料にして欲しい。 

  撮影料は三脚設置料としてもらうなどに変更して欲しい。 

  SNS などにはアップしないなどの規則をつけた上で、撮影無料にして欲

しい。 
 

監査 
特にありません。 
 

２．JCF 理事会報告 
・東部各競技会で利益が出ています。ご協力ありがとうございました。 

・採点管理システムについて。 

現在タブレットを使ったシステムが上手く機能していなく、前期は従来の

採点システムと併用します。 

後期からはタブレットを使った方式で行います。 

また競技会当日にシステムトラブルが生じる原因が当日欠場者やエントリ

ー期日を過ぎてからのエントリーによるものがあるので、選手の皆さんは

エントリー期日を守るようにお願いします。 

・競技会中の給水タイムをリフレッシュタイムに名称を変更します。 

・６/１３の競技会は無観客で行います。 

・JCF CUP 

アマデモ９組の申し込みがあります。 

控え室は蜜にならないように配慮はありますが、気になる方はホテルのデ

イユースもあります。 

・後期の全関東のシラバスは前期と同じになりますが、セクションに多少

の変更の可能性があります。 

・10/3,11/21 の通常競技会の会場が新しい会場の浜松町で行う予定です。 

女性のヒールカバーを毎回新品の物を着用してください。 

・WDC の会議にて講習会などを話がありました。 

 

3．NDCJ 報告 

・１度中止になった統一ショーダンスを１０月１９日（火）赤羽会館にて行

う予定 



 

 

・バルカーカップについて 

ディナーの席は半分にする予定 

控え室の密やタイムテーブル短縮の為、出場人数を絞る可能性がありま

す。 

生放送はスカパー、地上波は後日ダイジェストで放送予定 

・WDT の教師試験の後、天野先生のコングレスが開催します。 

・公式ツイッターができました。登録の方よろしくお願いします。 

・アマチュアリズムのポスターをブロック連絡で回すので、賛同できる方

は貼ってください。 
  

4. ABDC 報告 
・ブロックメールで議事録を回しています。 

 

５.JCF  CUP  
・選手会の広告を載せてもらうように依頼しました。 

・コロナの状況を見てもエントリーが少ない。 

→今回に限らずエントリーを増やすには 

・大会の運営に対して曲のテンポや曲と曲の間の時間などに対して意見あ

り 

・コロナ禍で競技会が多いのでは無いか。5/23 と 6/13 も近い期間に競技会

があったので。 

・競技会が盛り上がるような演出をして欲しい。例えばファイナルソロを

したり 

 

６.その他  
・2019 年の JPCL CUP の優勝者をまだブラックプール派遣できていないが、

このような状況なので今回も見送り→ 承認 

 

 
 
                               議事録署名      

 
 















 

 

 
 

西関東第一ブロック、東関東第一ブロック合同会議 
■日時：2021 年 6 月 17 日（木）22:30-23:58 

■場所 : zoom 

■参加者（敬称略）：宮藤、手塚、三上、小山、杉村、フラビオ、加藤、杉山、内田、木下、木村、伊

藤、朝増、西村、いずみ、川口、小林、池本、みみ、のぞみ、 

 

◎ 議題 

JPCL カップ改善案（どうしたら参加率が上がるのか） 

テーブルを買った際のテーブル順を成績順ではなく、会への貢献度で並べるべきでは。 

体調不良者が出た場合は仕事振りは前日までの通達を。 

コロナの時期に生徒様の応援要員は仕事として必要だったのか。 

参加しない先生には罰金か、一般職の人でお仕事で参加できないならきちんと文章にして提出す

るように義務付けるのは。 

そもそもJPCL をパーティースタイルである必要があるのだろうか。JDC のファン感謝祭のようにダン

スタイム形式にあるのか。 

選手会に出るノルマとして、チームマッチとか、フォーメーションとか絶対参加しなければならないも

のをつくるのがいいのでは。 

 

選手が試合に積極的に参加する方法 

前提：年々JPCL 登録者数は激減している。400→現状約 290 人くらい。 

   JPCL カップ昨年は関東エントリー50 組、今年はトータル 50 組程度。 

今いるメンバーに積極的参加を方法増やすか。 

最低試合参加数を増やすか、 

新しい選手を増やす。 

賞金を増やしてほしい。（選手は頑張って生徒さんを呼ぶから） 

大きい試合なら、関東エントリーが一番多いのなら関東近郊で開催した方が運営的にはいいので

は。 

チケット（2,000 円）に対して 500 円バックとかにしてみたら。 

協賛企業を浅草でやるなら浅草で募るとか。 

無観客になった場合は必ず配信する。 

試合数そもそも現状維持でいいのか。JCF 登録者数が減っている今試合数も減らした方がいいの

ではないのか。 

→過去に試合数を減らした経緯あり。だが過去よりも現状減らすのも一つの案。 



2021 年度  各部紹介 

～ 総務部 ～ 
 
 

 
部長 岩田亮二 
総務部それは、君が見た光、僕が見た希望！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

副部長 菊池和春 
JPCL を全力でサポートします！ 

 

 

 

 

 

 

 

三上芳弘 
選手会のお役にたてる様、努めます。 

よろしくお願いします 

 

 
 
 



 
 

後藤史雄 
ガッキー結婚にショックを受けていますが、 

JPCL を盛り上げていけるよう総務部の仕事に尽力 

   します！ 

 

 

 

 

 

 

 
武本理絵 
TDS サード・ダンススクール、武本理絵です。 

FM ドレスのレンタルを担当しています。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

橋口正臣 
陰ながら見守っています  



 

※ コラムに関するご意見がありましたらＦＡＸ･郵便又は、メールで著者へ送ってください。 
 

(匿名可) yanagidadance@sheep.dog.cx 

 

 ６月に入ってから、やっと新型コロナワク

チンの接種が軌道にのってきました。  

 しかし、まだ先進国の中では最下位といっ

てもいいくらいであり、その原因について議

員やマスコミや専門家と称する連中が毎日の

ようにくだらない理屈を並べたてています。  

 しかし、ワクチン接種が進まなかった理由

は、日本でワクチンが開発されなかったこと

とワクチンの打ち手不足の２つだけなのです。 

 医学や科学の水準が世界トップレベルの日

本で、なぜワクチンが開発されなかったのか

と不思議がっている人が大勢いるようですが

ワクチンはそもそも医学の問題ではなく、国

家の軍事的な安全保障の問題なのです。  

 ワクチンを早期に開発した国は全て細菌兵

器の研究、製造、備蓄をしている国なのです。  

 日本でワクチンが開発できなかった理由は

ワクチン開発の基礎となる細菌兵器の研究を

してこなかったというだけのことなのです。  

 ところで、医療従事者が大変な思いをして

いるという内容の報道が頻りになされていま

すが、それは全くのデタラメです。  

 全医療従事者のうちコロナの治療に当たっ

ているのは全体の１％だけなのです。  

 それにもかかわらず、医療従事者というだ

けで歯医者も接骨院も眼医者も、あげくの果

てには美容整形の医者まで、そしてそこで働

く事務員や受付けだけやってるパートのおば

さんまでがワクチンの優先接種を受けており

その総数は４８０万人にもなっているのです。 

 ちなみに、医者がこんな恥ずべきことをや

っている国は世界中で日本だけです。  

 確かにコロナの治療に従事している人は大

変な思いをしているのかもしれませんが、そ

れは全医療従事者の１００分の１だけであり  

残り９９％の大部分は、ワクチンの優先接種

だけはやってもらいながらコロナの患者は受

け入れない、ベッドの提供もしない、ワクチ

ンの接種にも協力しないというとんでもない

連中なのです。 

 政府は仕方なく自衛隊に接種させています

が、自衛隊には国家防衛という崇高な使命が

あり、ろくでもない医療従事者たちの尻拭い

などさせるべきではないと私は考えています。 

 ワクチンの優先接種を受けた医者はコロナ

患者を受け入れ、ベッドを提供してワクチン

接種にも協力するのが当たり前なのです。 

 それができないような連中からは医者の免

許を剥奪すべきであると私は考えています。  

 最近、コロナワクチンを接種する医者には

特別手当として１本につき数千円が支払われ

ているようですが、こんな手当は不要です。 

 血管に注射を打つ場合にはそれなりの技術

が必要であると思われますが、筋肉注射には

大した技術はいらないのです。  

 その証拠に、覚醒剤中毒の連中は医学部を

出ている訳でもないのに、ちゃんと自分の腕

に覚醒剤を注射しているのです。  

 コロナワクチンの注射ごときは医学部の学

生にバイトでやらせておけば充分なのです。  

 それができないのは、日本医師会が注射と

いう利権を独占するために政府に働きかけて

いるからであると私は考えています。  

 ワクチン接種を利権にしている日本医師会

こそが諸悪の根源であり、こんな組織は解散

させるべきであると私は考えています。  

コラム（２０３） 

『ワクチン』 
           柳田 哲郎 





Paolo Bosco先生&Silvia Pitton先生による 

6/14JPCLオンライン講習会 

スタンダードを踊る上での 4つのポイント 
 

先日の 6月 14日(月)、WDSFスタイルの基礎を築いた Paolo Bosco&Silvia Pitton組に

よるスタンダード講習会が行われました。コロナ禍ということもあり ZOOMアプリを使用して

のオンライン講習会となりました。多数の JPCL会員が参加し大変盛況な講習会となりまし

た。講習の主な内容としましては、大きく 4つのポイントに分けられ進められました。 

1、 ホールド:まずホールドを組む以前の男女それぞれの姿勢について説明された後、一

昔前のスタイルとの違いについても言及をしつつ、身体の部位毎の動きについてシン

プルかつ理解しやすく説明されました。 

2、 ボディアクション:ボディアクションの種類と動きについて、どういったフィガーでどのくら

い使うかを実際に踊っていただきながら説明されました。 

3、 ターン(右、左):右回りと左回りのしかたについて身体のどの部位から動き始めるか、ま

た連続するフィガーの中ではどのように身体が使われるのか説明されました。 

4、 アウトサイドパートナー:アウトサイドパートナーへのリードについて、状況によるリードの

違いを説明されました。 

講習時間が大変短く感じられるほど、大変充実し且つシンプルで理解しやすいとても素

晴らしい講習会でした。ここではあえて書き記していませんが、講習会ではとても具体的に

4つのポイントについて説明して頂き、それらを確認する為のエクササイズ等も教えて頂き

ました。実際に渡航しレッスンを受ける事を考えると大変ありがたい機会だと思いました。こ

れからもこのような講習会が催されるようですので、今回受けられなかった選手の方々も次

回は参加される事を強くお勧めします。みんなでパワーアップして競技会を盛り上げてい

きましょう。                                                                                                                                                                                                                                                  

レポート:JPCL広報部 有原 良義 



 

#011 ■ほんの少しの違い 

できない人は言葉で説得し・・・できる人は行動で説得する 

 

できない人は話したがり・・・できる人は聞きたがる 

 

できない人はお金を求め・・・できる人は成長を求める 

 

できない人は過去にこだわり・・・できる人は未来にこだわる 

 

できない人は不可能と思い・・・できる人は可能と思う 

 

できない人は他人のせいにして・・・できる人は自分のせいにする 

 

できない人は一人で頑張り・・・できる人はみんなで頑張る 

 

できる人もできない人も能力にほとんど差はない 

 

ほんの少しの意識の違いによって結果に差が生まれる。 

 

これらは「内定の常識」の言葉ですが、我々のダンスにも当てはまると思いませんか？ 

仕事としてのダンスにも、競技者としてのダンスにも。 

 

生徒さんのレッスンも自分たちの練習もちょっとした意識の違いが、後々大きな差になるように思

います。できないことを嘆くのではなく、どうしたらできるのかを考えましょう。。。 

 

イシカワヒロユキダンススタジオ blog 

 

                               



名前 電話番号 FAX

村野元力男 092-271-3654 092-271-3655

812-0018

【東部】

藤井　洋介 03-6424-9580 （兼用）

144-0051

天野 博文 03-6303-4345 03-6303-4344

石川　浩之 042-642-1056 （兼用）

192-0081

島田　一秀 048-723-3800 （兼用）

362-0807

遠藤　知美 048-977-8833 （兼用）

343-0002

大塚　出 042-319-1583 （兼用）

183-0056 府中市寿町 1-3-10　藤和府中コープ206

海宝　修 03-3442-1957 （兼用）

141-0022

片山　雄暉 03-3220-9380 （兼用）

166-0004

木下　聡明 0422-39-3770 0422-09-3780

180-0023

一村　浩祐 03-3630-4976 03-3820-1880

135-0033 江東区深川 2-5-1　2F

毛塚　鉄雄 03-3371-8661 03-3371-8667

169-0073

越川　真人 0296-22-6462 （兼用）

308-0021

児玉　光三 03-3984-0456 03-3984-0766

170-0005

小林　福美 03-3397-4065

167-0042

石原　正三 03-6279-9557 （兼用）

167-0051

鈴木　一朗 03-5420-2038 03‐5420‐2087

150-0013

杉並区西荻北 3-21-13　吉野ビル2F

杉並区荻窪 5-27-8　タイガープラザ3　8F

スズキイチロー・ダンスアカデミー

サード・ダンススクール

WINGダンススクール

M.トモミスポーツダンスクラブ

大塚出ダンススクール

埼玉県北足立郡伊奈町寿 2-282

渋谷区恵比寿 1-22-8　ヤマベビル3F

毛塚ダンスアートアカデミー

武蔵野市境南町 2-7-20　ダイアパレス武蔵境第2　2F

片山ダンススクール

杉並区阿佐ヶ谷南 3-1-29　堀野ビル6F

コダマ・ボールルームダンス・スタジオ

ケヅカテツオダンスアカデミー

品川区東五反田 5-27-10　野村ビル10F

新宿区百人町 2-11-25　新戸山ビル4F

茨城県筑西市甲 240

木下ダンスワールド

　　協賛紳士録

ダンス教室８

福岡県福岡市博多区住吉 3-14-6　第2ガーデンビル3F

アーサーマレーサウス東京

大田区西蒲田 6－32－13　月村マンション1F

アマノダンスアカデミー

e-mail    hk_amano@nifty.com

イシカワヒロユキダンススタジオ

八王子市横山町 3-6　JEビル8F

【個人】　　教室名／郵便番号／住所

埼玉県越谷市平方 1278　MTビル2F

海宝ダンススクール

小林福美ダンススタジオ

豊島区南大塚 3-44-11　フサカビル3F

コシカワダンススクール



名前 電話番号 FAX

中村　栄子 046-252-8711 （兼用）

252-0004

世古宗弘一 0289-62-5557 （兼用）

322-0071

山野　清史 03-3366-2005 03-3366-2105

169-0075

岸本　真 0476-44-7033 （兼用）

247-0056

中泉　繁 03-5330-5157 （兼用）

164-0003

大屋　勝博 048-945-8960 （兼用）

342-0056

千田　修治

西原　光熙 042-319-9967 （兼用）

183-0055

藤原　全史 042-312-4434 （兼用）

185-0012

伊藤　武 042-375-2020 042-375-2062

206-0011 多摩市関戸 2-40-23 SIビル7F

正藤　隆史 03-6806-1631 03-6806-1632

120-0036

宮嶋　秀行 03-3327-2331 （兼用）

168-0064

柳田　哲郎 045-311-3445 045-311-4227

221-0823

矢部　行英 0282-20-8801 0282-20-8802

328-0012

渡辺　勝彦 03-3707-9053 （兼用）

158-0096

中野区東中野 1-50-4　日進ビル3Ｆ

世田谷区玉川台 2-3-12　金谷ビル2Ｆ

足立区千住仲町 19-5　北千住慶寿苑ビル2Ｆ

府中市府中町 1-29-2　花輪ビルＢ1Ｆ

フジワラダンスアカデミー

国分寺市本町 3-11-1　第8千代鶴ビル4Ｆ

ミヤジマヒデユキダンススクール

杉並区永福 3-57-19　東都永福ビル2Ｆ

埼玉県吉川市平沼 1-10-9-2F

マイダンススクール

柳田ダンススクール

矢部行英ダンスカンパニー

渡辺勝彦ダンス教室

鎌倉市大船 1-23-26　ニュー大船ビル

ダンススタジオナカイズミ

千田修治ソシアルダンスカンパニー

ニシハラコウキダンスアカデミー

高田馬場山野ダンススクール

ダンススタジオキシモト大船

新宿区高田馬場 4-6-6　カスケード璃4Ｆ　401

スタジオＭ＆Ｅ

神奈川県座間市東原 3-13-26

栃木県鹿沼市見野 666-25

栃木県栃木市平柳 1-32-13

正藤ダンススクール

　　協賛紳士録

【東部】　　教室名／郵便番号／住所

神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町 1-1　杉山2Ｆ

ダンススペースオオヤ

セコムネダンスフィールド



名前 電話番号 FAX

大野　正幸 0123-33-0239 （兼用）

061-1444 恵庭市京町70番地 友保ビル2F

高田　寛也 0142-22-0654 （兼用）

052-0021

斎藤　正志 022-214-2014 （兼用）

980-0021

関本　政義 018-874-2274 （兼用）

018-1516

小林　康子 017-777-3794 （兼用）

030-0801

藤森　秀昭 017-735-5940 （兼用）

030-0812

村上　勝彦 075-464-5027 （兼用）

602-8286

本田　善久 092-643-1539 （兼用）

812-0053

富田　宗嗣 092-401-9515 （兼用）

810-0004

木村　美紀 083-949-1083 （兼用）

753-0211

ＣＯＣＯエレガンス総合ダンス学院

【九州】

【西部】

京都市上京区千本通中立売上げる玉谷町34 かつらぎガスビル2階

メール（jpclkouhou2020@gmail.com)にご連絡お願いします。

ダンススタジオｉｎｇ

福岡県福岡市東区箱崎 2-41-7　メモリアル箱崎ビル2Ｆ

トミタボールルームダンスアカデミー

福岡県福岡市中央区渡辺通 1-10-1　四十川ビル2Ｆ

ミキダンススタジオ

山口県山口市大内長野 1086-2

会報誌【DANCING】広告、紳士録掲載のお願い

掲載の申し込み、内容の変更（住所、電話番号、名前等）掲載取消の場合は

藤森ダンススタジオ

高田ダンスセンター

伊達市末永町 43-5　ＮＫ松浦ビル2Ｆ

サイトウダンスアカデミー

【東北】

宮城県仙台市青葉区中央 4-9-8　渡辺ビル2Ｆ

セキモトダンススタジオ

秋田県南秋田郡井川町浜井川字荒田堰 20-3

ダンススタジオ小林

大野ダンススクール

青森県青森市桂木町 2-9-17

【北海道】　教室名／郵便番号／住所

　　協賛紳士録

青森県青森市堤町 1-9-7　じゅん2Ｆ



広告や紳士録への掲載のご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
より一層に内容充実を計り、企画や発行活動を行ってまいりますので
引き続き掲載をご継続の程何卒宜しくお願い申し上げます。

■　広告
◆掲載期間　：　2021年7月から2022年6月まで1年間（年12回予定）

◆配布対象　：　広告主・紳士録掲載教室・選手会会員

◆サイズ　　　：　原寸サイズ B5 20ページ～

広告 色・サイズ 寸法 価格 年間契約(12回)

カラー　1　頁 257mm×182mm \6,000/回 ¥60,000

白黒　　1　頁 257mm×182mm \4,000/回 ¥40,000

カラー　1/2　頁 128mm×182mm \3,000/回 ¥30,000

白黒　　1/2　頁 128mm×182mm \2,000/回 ¥20,000

■紳士録
◆掲載費　：　年間価格（12回）　\3,000

※内容変更（住所・電話番号・経営者等）、掲載の取り消し、新規お申込みは

 jpclkouhou2020@gmail.com  にご連絡ください。

☞ 欠場届
ＪＣＦ競技会事務局 ※スマートフォン等QRコード読取り

TEL＆FAX　03-5421-8223 で利用できます。

☞ 海外渡航届
総務部 橋口正臣（正藤ダンススクール）
TEL　090-1798-5186 / FAX　048-982-5648

☞ 引退、退会届
総務部 岩田亮二（ツチヤダンスガーデン）

   （各種届出変更） TEL＆FAX　044-822-3242

☞ 理事会委任
総務部 岩田亮二（ツチヤダンスガーデン）
可能な限り　LINE　でお願いします。

☞ レンタルドレス問い合わせ
総務部　武本理絵（ユーロダンスファッション）

   （JPCLのドレスのみ） TEL＆FAX　03-6279-9968

広告・紳士録掲載の御礼

新規広告・紳士録掲載のお願い



 

会報誌【ＤＡＮＣＩＮＧ】広告、紳士録掲載のお願い 

広告、紳士録掲載の申し込み、内容の変更、掲載の取り消しの場合は

メールにてご連絡お願い致します。   

E-mail:jpclkouhou2020@gmail.com 
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