




◎　日時　　２０２３年　１月１２日（木）　２２：３０～
◎　場所　　ZOOMにてオンライン開催

出席　：　２７名　／欠席　：　１５名　／委任　：　１４名　／計　：　５６名（内兼任３名）

会長 樋口

副会長 石川、木下、朝増、加藤、水出

監査 正藤、石原

全国事務 藤原、細目

総務 岩田、菊池、三上（芳）、武本、橋口、後藤

財務 羽村、毛塚、森

渉外 三上（和）、木村、坪井、林、槇、恩田

競技 中川、櫻井

技術 小野、歩浜、ショウスイ、横山

広報 田中、川口、渡辺、遠藤、有原、加島、フラビオ

配券 鈴木、八重樫、池本、保坂

事業 白井、菅野、高田、片山

統括 西原、山本

ブロック長 宮藤、手塚、恩田、藤井、中川、三上（芳）

庶務 飯塚、水口、山口、大坂、笹生

議長　：　木下聡明

書記　：　加島久乃　／議事録署名人　：　手塚順一

❶各部報告

全国事務局
・通常の連絡業務を行いました。
・追加のWDC登録業務を行いました。

総務部
・継続登録業務を継続中です。　
（JCFから書類の記入漏れなどの連絡があり対応中）
・総会の出欠確認はがきを出しました。
・今後も理事会をスムーズに開催する為、仕事、渡英などで理事会に出席できない理事は委任の
　連絡を事前にお願い致します。
・海外渡航届が殆ど提出されていないので必ず提出してください。
　この件に関しては一度ブロック連絡で回すので再度ご確認ください。

財務部
・財務部グループラインで月例報告を行いました。
・部員&副会長で分散管理しているお金を監査前に本会計に戻します。

❏　 第２９８回定例理事会 　❏



・弁護士費用をABDC(担当・正藤先生)に振込みました。
・全国理事会の活動費の残金を藤原部長から入金して頂きました。
・執行部交通費を水出副会長に振込みました。
・１/１５の競技会支援金をJCF藤岡先生へ振込みました。
・総会の費用を総務部菊池先生に振込みました。
・１/２１に監査を受けます。

【お願い】
活動費などの精算がまだの先生は１/１５までに忘れずに請求してください。
◎明細
◎領収書(写真)

渉外部
・スーパージャパンの申し込み受付をしております。
　出場予定選手は早めのお申し込みをお願い致します。

競技部
・特に報告事項ありません。

技術部
・特に報告事項ありません。

広報部
・会報誌１２月号を作成しました。
・HPの更新を行いました。

配券部
・２０２３JPCLカップの配券は２月に入ってから郵送予定です。

事業部
・ブログ及びSNSの更新を行いました。

ブロック統括部
◎東関東第一 特に報告事項ありません。

◎西関東第一 特に報告事項ありません。

◎西関東第二 特に報告事項ありません。



◎南関東 時期ブロック長と総会の選挙管理委員の選出中です。

◎北関東第一 特に報告事項ありません。

◎北関東第二 ＬＩＮＥで理事会報告をしました。
理事の候補を募集し、時期ブロック長については相談中です。

監査部
・ブロック活動費の監査を受けてないブロック長の先生は大至急お願い致します。
・２１日土曜日にJPCL会計監査を行います。

庶務部
・特に報告事項ありません。

❷JCF理事会報告（加藤）

①【１/１５ 東部日本10ダンス】
・マスクの着用について、各カテゴリ決勝＋６組以下の予選は任意とする。
・JCFが新しく契約した著作権フリーの曲がどこかで使用される予定。

②【ユニバーサルグランプリ】
・審査は全部タブレット。
・審査員チケットノルマ１枚。
・YouTube配信ありの予定。
・準決以降はBL交互。
・アマデモ、トライアル、プログラム広告募集中。
・２０２４年は３/１７の予定。

③【4/23 東部日本】
・アマ１００スターが今年は無くなり、シニア７０、８０が新設される。

④【競技会保険について】
・過去の実績から、掛金は同じで通院・入院の保障が手厚くなるように見直し。
　１/１５のコンペから適用。

⑤【昇降級規定の見直し】
・アマチュアの昇降級規定の現状に即していない箇所を見直し中。

⑥【NDBとのコラボレーションについて】
・１０/２２のNDBエキサイティングダンスファンタジーをJCF、WDTと共催。
・NDBよりユニバーサル、ギャラクシーにそれぞれ５０万ずつ寄付。
・NDB未所属の東部所属選手向けの練習会開催。
・NDB入会の仮登録ができるようになる。

⑦【NDCJ管理委員会報告】
・石原由美子先生が逝去されました。



・統一全日本の採算を考えると会場規模縮小も検討中。
・９/３ 統一１０ダンス。
・JCFカップにて統一シニア。

⑧【JCFアワード】
・開催決定。選考基準について多少の変更がある可能性あり。

⑨【通常競技会活性化計画】
・東部通常競技会毎に何か特色を付けられるように引き続き検討中。
　アイデア募集中。

❸NDCJ報告（樋口/代読木下）

特になし。JCF理事会報告の中にあるNDCJ関係のものあるので確認を。

❹ABDC報告（樋口/代読木下）

特になし。

❺総会について（岩田）

２０２３年１月２９日（日）にオンライン（ZOOM）にて開催予定。

　１０：３０～１１：３０　理事会
　１１：３０～１１：４５　休憩
　　　調整
　１２：００～１４：００　総会
　１４：００～１４：３０　オンライン選挙

昨年同様ZOOMのミーティングIDとパスコードを事前に連絡するので確認を。
選挙管理委員はオンライン投票なので人出は３名程こちらで選出する。

◎来年度の理事の立候補者について、ブロック長より早めに連絡が欲しい。
◎継続登録はほぼ完了しているが、まだ数名連絡取れない会員がいるので早めに連絡を。
◎大山先生から「数名書類の不備があった」と連絡あり、個別連絡したので確認を。

❻JPCLカップ（池本）

・２/２７発売ダンスビュウのニュース欄に２０２３JPCLカップの広告掲載予定。

・フォーメーション全体リハーサル
　（四谷スポーツセンター）
　第一回目　３/２０（月）　９：００～１２：００
　第二回目　３/２８（火）　９：００～１２：００

・ポスター、フライヤーを参加カップルに郵送。

・アマデモ、プロアマ、トーナメント競技会への参加者の受付を開始した。

・フロアーは縦長仕様で設置予定。

・当日のヘアセットはティムトガワの戸川先生、松本先生の２名体制で１２，０００円。



➐その他
≪NDB練習会参加について≫

　参加すると仮登録となるのは確定なのか、メリットは？
　　　↳　現在詳細は未定。樋口会長が帰国してから再度理事会で確認。

≪各部業務マニュアルについて≫

　各部部長から集まったので、会長・監査で確認する。
　来年度の各部部長に送付し引継ぎ予定。
　万が一総会までに内容変更等あれば連絡を。

≪総会のはがきについて≫

　まだ手元に届いていない。
　　　↳　送付自体は完了しているのでそろそろ届くはず。

届いたら至急返信の出欠連絡を。

★次回理事会は後日連絡。時間は22：30～ZOOMにて開催予定。

議事録署名



◎　日時　　２０２３年　１月２９日（日）　１２：００～１４：００
◎　場所　　ZOOMにてオンライン開催

【令和４年度理事】出席　：　３８名　／欠席　：　８名　／委任　：　１０名　／計　：　５６名（内兼任３名）

【会員】出席　：　１９名　／委任　：　８０名

【令和４年度理事】

会長 樋口

副会長 石川、木下、朝増、加藤、水出

監査 正藤、石原

全国事務 藤原、細目

総務 岩田、菊池、三上（芳）、武本、橋口、後藤

財務 羽村、毛塚、森

渉外 三上（和）、木村、坪井、林、槇、恩田

競技 中川、櫻井

技術 小野、歩浜、ショウスイ、横山

広報 田中、川口、渡辺、遠藤、有原、加島、フラビオ

配券 鈴木、八重樫、池本、保坂

事業 白井、菅野、高田、片山

統括 西原、山本

ブロック長 宮藤、手塚、恩田、藤井、中川、三上（芳）

庶務 飯塚、水口、山口、大坂、笹生

【出席会員】※順不同

中原、松浦、雨宮、横山（晴）、加藤（裕）、大吉、柴田、酒井、大山、青田（昴）、青田（果）、池本（真）、まりね、中川（千）

成澤、藤井（俊）、谷本、毛塚（美）、加﨑

議長　：　朝増拓哉

書記　：　加島久乃　／議事録署名人　：　石川浩之

・・・・・樋口会長より会員への報告・・・・・

　２０２２年４月、JPCL会員の大竹道雄先生が、ガン闘病の末ご逝去されました。

　パートナーを務めておられた高田美穂子先生より一言をいただき、会員全員起立にて黙とうを捧げた。

　ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

❶令和４年度事業報告／❺令和５年度事業計画

全国事務局
【事業報告】
　部長　藤原
　副部長　細目　以上２名で活動

令和５年日本競技ダンスプロフェッショナル選手会定時総会



・全国（北海道、東北、東部、中部、西部、九州）６事務所へのメール、郵送での連絡業務
・JPCLの印鑑の管理
・WDCライセンスカードの申込み、登録、郵送及び精算業務
・部の会計業務

【事業計画】
・昨年同様に行う
・ライセンスカードの発送が近日中に行われる予定

総務部
【事業報告】
　部長　岩田
　副部長　菊池
　部員　三上（芳）、武本、橋口、後藤　以上６名で活動

・各種登録業務（JPCL及びJCFの新規登録／継続登録）
・JPCL会員証の発行及びデザインの変更
・Googleフォームによる登録の開始
・各種変更届（パートナー変更・住所変更など）の受付
・各種届出（海外渡航・欠場・引退・退会）の受付
・JPCLカップのレンタルドレス貸出の受付（管理：ユーロダンスファッションに委託）
・理事会の出欠席管理
・定時総会の準備（ZOOMでの総会）
　　 出欠席確認ハガキの送付、オンライン選挙の準備、選挙管理委員選出

来年度の理事と新ブロック長の選出のお願い
・会員名簿データ管理
・会則の変更
・部の会計

【事業計画】
・上記事業報告の業務を引き続き行う
・エンブレムの管理が終了し破棄される事になった
・JCFがペーパーでの登録業務中によりオンライン化が進まないところがあるので要相談
・総会の出欠席もオンライン化できる様に検討する

財務部
【事業報告】
　部長　羽村
　副部長　毛塚
　部員　森、水口、（補佐　水出）　以上５名で活動

・ブロック活動費、各部活動費の支給、理事交通費の支払い
・広報関係費の出入金管理
・JPCLカップの会計
・JCFカップの補助金を支給



・競技会支援金、ドレス管理費、HP利用料、弁護士顧問料、オンラインレッスン代の支払い
・事務所関係費支払い
・出産祝、結婚祝の手続き
・不正防止、ネット犯罪被害防止の為の資産分散管理
・手数料削減の為「auじぶん銀行」の口座を作成
・部の会計

【事業計画】
・昨年同様の業務を行う
・昨年より引き続きオンライン銀行を活用し、節約を目指して振込手数料無料化に取組む
・部員内での銀行口座を「auじぶん銀行」に統一化（送金業務のスリム化）
・ペーパーレス化の推進
・年度末の監査業務をスムーズにする為グループＬＩＮＥ等を効率的に使用

渉外部（海外／国内）
【事業報告】
　部長　三上（和）
　副部長　木村
　部員　槇、坪井、林、恩田　以上６名で活動

・競技会へのエントリー取りまとめ
・海外競技会へのエントリー取りまとめ
（現在はコロナ禍の影響により中止中）
・国内の他団体競技会や統一戦の取りまとめ
・部の会計

【事業計画】
・来年度も変わらず国内競技会、世界の情勢も確認しながら海外競技会のエントリー業務を
　行っていく予定

競技部
【事業報告】
　部長　中川
　副部長　櫻井　以上２名で活動

・JPCL新規登録の問合せ対応と案内
・新規登録関連でJCF事務局との連携
・他団体競技会出場届の受付
・JPCLカップにおけるプロアマミックスの準備と採点管理、プロフェッショナル競技会の受付と
　採点回収
・競技情報の入力
・競技会についてのアンケート実施
・部の会計



【事業計画】
・昨年同様行う
・移籍選手の増加によりJCF事務局との連携を密にする

技術部
【事業報告】
　部長　小野
　副部長　歩浜
　部員　横山、（ショウスイ）　以上４名で活動

・練習会、オンライン講習会の開催
・練習会、オンライン講習会の申込み受付
・部の会計

【事業計画】
・今年度もオンライン及び可能であればオフラインでも講習会や練習会を企画実行していく予定
（オンライン講習会の参加人数増加を目指す）
・JPCLの選手にメリットがある様な講師を選んでいきたい
（講師の希望ある場合は連絡を）

広報部
【事業報告】
　部長　田中
　副部長　川口
　部員　渡辺、遠藤、加島、フラビオ、有原　以上７名で活動

・会報誌作成、配信業務
・紳士録／広告代集金
・現役、OB、練習会、オンライン講習会記事掲載
・ビッグコンペプログラムのJPCL広告の作成
・JPCLホームページのシステム管理と運用

２０２２年度役員、選手会員更新、会員ページ、ブロック連絡、会報誌の更新
３大大会ポスター＆シラバス、JPCLカップポスターなどを掲載

・理事会書記、議事録作成
・部の会計

【事業計画】
・昨年と同様に行う

配券部
【事業報告】
　部長　鈴木



　副部長　八重樫
　部員　池本、保坂　以上４名で活動

・ユニバーサル、JPCLカップ、ギャラクシーの配券と精算業務、JPCL特別優待券の受付
・NDCJ競技会、JCFカップなどJCFより要請のあった競技会の販売協力や配券
・部の会計

【事業計画】
・昨年度同様、ユニバーサル、JPCLカップ、ギャラクシーの配券業務、JPCL特別優待券の受付
　業務、JCFより依頼があればその他競技会の配券・販売協力等を行う
・ファイナル、セミファイナルの選手にチケットを送付
（その他配券済及び配券されていない選手もチケット販売への協力を）
（昨年優待券が完売した試合がなかったので引続き集客協力をお願いしたい）

事業部
【事業報告】
　部長　白井
　副部長　菅野
　部員　高田、片山　以上４名で活動

・JPCLブログ、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどSNSの更新
・JPCLカップのダンスビュウへの写真撮影および掲出依頼
・JCFアワード連絡業務
・インスタグラム＆フェイスブック（写真／動画）ツイッターへのリンク
・部の会計

【事業計画】
・昨年と同様に行う

ブロック統括部
【事業報告】
　部長　山本　（※前部長　西原）

◎東関東第一 ブロック長　宮藤
◎西関東第一 ブロック長　手塚
◎西関東第二 ブロック長　恩田
◎南関東 ブロック長　藤井（洋）
◎北関東第一 ブロック長　中川
◎北関東第二 ブロック長　三上（芳）　以上７名で活動

・ブロック連絡
・デジタル会報誌の送付
・各ブロックでのブロック会議の開催
・特別ブロックでのＦＡＸでの連絡対応



・各ブロックのＬＩＮＥに入って管理
・各ブロックの会計管理
・その他都度の柔軟な対応
・部の会計

【事業計画】
・上記同様の業務を引続き行い、その時々での柔軟な対応を行う
・JCF事務局と新規登録情報の連携をしっかり行う

監査部
【事業報告】
　部長　正藤
　副部長　石原　以上２名で活動

・JPCL本会計の監査
・JPCLカップの会計監査
・各部、各ブロックの会計監査
・各部業務監査
・議事録の校正
・マニュアルの監査

【事業計画】
・昨年度同様に業務を行う

庶務部
【事業報告】
　部長　飯塚
　部員　山口、水口、（大坂、笹生）　以上５名で活動

・JPCLカップや他事業部の補助

【事業計画】
・昨年同様に業務を行う

執行部
【事業報告】
　会長　樋口
　副会長　石川、木下、朝増、加藤、水出　以上６名で活動

・執行部通常業務
１） 理事会の招集



２） 執行部会の開催
３） 総会の招集（会長）
４） JCF理事会へのオブザーバー参加
５） ABDCへの参加（運営委員会及び執行部へ出向）
６） NDCJ管理委員会と競技委員会へのオブザーバー参加（会長）

　※JPCLの業務が滞りなく進むように各部長と協力して進めてきた。また改善案を執行部会や
　　理事会で話し合い、決議されたことを進めてきた

・会議や会報誌のオンライン化での運営費削減分と貯まっている運営費の有効活用を検討

・JPCLカップ参加者への報酬支払

・必要な部署へのPCやソフト購入の検討

・神奈川で開催されたJCFカップへカップル１万円の支給

・JCF競技会への無料優待券として支援協力

・会員の技術向上、モチベーションアップとJPCLの広報活動、新規顧客獲得

・練習会イベント化の提案があり理事会にて検討し昨年１１月に開催

・ドーメン会長の世界選手会へウクライナのダンサーへ１０万円の支援金送金
　　（ウクライナダンサーより適正に使用されたとの連絡あり）

・ブロック会議成立のためのグループＬＩＮＥの推進

・各団体（上部組織を含む）との関係構築
　　※上部団体（JCF、JBDF、JDC、JDA）の友好関係による選手の他団体競技会、エントリーの
　　　　権利獲得を目指した

・ギャラクシー、統一全日本へJPCLからJCFへ協力金として補填金の支払いをした

・執行部よりJCFへ以下の内容の要望書を提出した（１２月１４日）
◎JDCの選手のNDCJ管理下の試合に出場させて欲しい
◎３団体参加により統一全日本のブランド力を回復し集客を増やして欲しい

↳　組織登録の関係で困難であるとの回答
◎統一全日本の審査員比率等について

↳　チケット販売及び選手の競技力向上が条件となるとの回答
◎競技会をより魅力的なものとし、JPCLからの資金提供への納得感が欲しい

↳　オンライン配信や金額の低いチケットの販売等の努力はしているとの回答
◎NDCJ関連競技会の広報活動を活発にして欲しい

↳　今後は積極的に活動するとの回答

・ユニバーサル、ギャラクシーのチケット販売力低下によるノルマ化の提案
　　※JCFカップのファイナリスト　ディナー席　：　４枚

　 セミファイナリスト　ディナー席　：　２枚

・競技会についてのアンケートを実施

≪JPCLにおける目下の問題点≫
◆会員の高齢化による引退と新規会員の減少
◆JDCのNDCJ脱退による競技環境の悪化
◆顧客の減少傾向
◆JPCL運営費をいかにして有効活用するか



【事業計画】
・執行部通常業務

・オンライン化での運営費削減分と貯まっている運営費の有効活用を検討

・JPCLカップ参加者への報酬支払

・会員の技術向上、モチベーションアップとJPCLの広報活動、新規顧客獲得
◎オンライン講習会の継続
◎JCF通常競技会へ無料優待券（競技会支援金）の継続
◎選手会が盛り上がる企画の検討

・会員からの意見の吸い上げ

・各団体（上部組織を含む）との関係構築
　　※上部団体（JCF、JBDF、JDC、JDA）の友好関係による選手の他団体競技会、エントリーの
　　　　権利獲得を目指す

・ユニバーサル、ギャラクシーのチケットノルマ化実施

・≪JPCLにおける目下の問題点≫解決に向けての検討

⇓
令和４年度各部報告及び令和５年度の各部事業計画に対しオンライン挙手機能
により承認

❷令和４年度ABDC活動報告（樋口）

　執行部　JCF　樋口（会長）、JCDC　森脇、EJBDF　小林
　JCFから　石川、木下、水出、朝増、加藤、正藤、毛塚、ショウスイ、加島、他ファイナリストが参加

・NDCJとJDCの関係改善
・３団体での交流と連携に努めた
・統一全日本とバルカーカップと２つの競技会の日程上、今年度のDANフェスは見送った

⇓
ABDC活動報告に対しオンライン挙手機能により承認

❸令和４年度JPCLカップ報告（実行委員長/加藤）

　昨年４月に無事JPCLカップが終了した
　本年度JPCLカップは２５周年記念となるので更なるご協力を

　 令和５年度JPCLカップ（実行委員長/池本）

　・現在実行委員にて作業進行中
　・サプライヤー等の送付済
　・OBOGの参加依頼をしプロショーに数組ご協力いただく予定
　・司会は例年通り松阪隆子さんに依頼
　・副実行委員長は田中航介先生
　・プロショー音楽編集等は歩浜敏夫先生



　・アマデモ等出演募集中なのでご協力を

　フォーメーションの全体練習（四谷スポーツセンター）
３/２０（月）　９：００～１２：００
３/２８（火）　９：００～１２：００

❹令和４年度決算報告（財務部長/羽村）

オンライン画面共有にて報告書を表示し、歳入歳出の詳細を読み上げて報告

⇓
オンライン挙手機能により決算報告は承認された

※❺は１ページ目へ

❻令和５年度予算（財務部長/羽村）

◎２０２２年１２月に行われた予算会議にて承認済みの内容となる
オンライン画面共有にて予算案を表示し、歳入歳出の詳細を読み上げて報告
（会費　\8,000→\7,000に変更となった事による収入の変化あり）

【質疑応答】

　①昨年の技術研究費の使用額が大きかったが、昨年と同様の事業計画内容なのに予算額が
　　減っているのは何故なのか

↳　昨年度は補助等のイレギュラーな金額の多い支出が発生したが、今年度は例年通り
　　の試算で予算を組んだ為　⇒　了解

　②支払っている弁護士費用の件、どの位の利用がるのか
　　 顧問弁護士料の相場にふさわしい額なのか、また連絡先や相談内容の情報公開希望

↳　（正藤先生、樋口会長より説明）
　　ABDCにて契約している弁護士（正田弁護士）
　　JCFと財団では相談履歴なしであったが、JDCは諸々の問題で使用した報告あり
　　相談可能内容は定時が難しい為、まず相談の連絡をして欲しいとの事
　　元々財団契約の弁護士だったが、ABDC発足に伴い３団体との契約となった
　　今後も常任してもらい３団体で均等割り支払いを継続するか、必要時のみ依頼する
　　形態の契約にするか検討中
　　ABDCの中では「自衛の手段」として弁護士がいるという事は有利という事で
　　今のところ解約をする方向には動いていない　⇒　了解

⇓
オンライン挙手機能により予算案は承認された



➐その他
≪昨今の世界情勢におけるダンス界の動向≫

　・少しずつコロナ禍前に戻りつつあり、海外の試合も有力選手が出場してきている
　・まだワクチン関連や検査等で入出国手続きに不便さも残る
　・トップより少し下の層が厚く、UK戦は日本人選手には中々厳しい戦いになった
　・５月のブラックプール頃までにはコロナ関連の制限等も少し緩むかも知れない
　・WDC、WDO問題まだ好転進展なし（ブラックプールにはマーカスは不参加）
　・JDC問題はアジアオープンにも影響出てくる可能性あり

≪ユニバーサルのチケット≫

　・配券分　SS　100　／　SA　50　／　A　50
　　　具体的に販売の為のアイディアを各自検討して欲しい
　・生徒やダンス愛好家への積極的な声掛けの実施
　・教室オーナーとスタッフとで出来る販売努力に違いはあるので個別検討要
　・JPCL周知の為の動きが現状選手会では困難だが可能になれば券売の原動力になる
　・イベントが通常化されて来る事による配券数の増加も視野に入れて検討が必要

　　　*****　以上をもって令和４年度役員の解散を樋口会長により宣言　*****

❽令和５年度理事選挙
１４：００～オンライン選挙

　◎令和４年度総務部部長の岩田先生からオンライン選挙についての説明

　選挙管理委員
宮藤　／　坪井　／　加﨑

❾令和５年度新ブロック長
　◎東関東 青田　昴
　◎西関東第一 藤井　俊幸
　◎西関東第二 恩田　時央
　◎南関東 藤井　洋介
　◎北関東第一 中川　真仁
　◎北関東第二 三上　芳弘



❿令和５年度新執行部
　◎会長 石川　浩之
　◎副会長 樋口　暢哉

木下　聡明
朝増　拓哉
加藤　義人
水出　光

　◎監査 石原　正敏
正藤　隆史

　　　*****　石川新会長による所信表明　*****

⓫新入会員あいさつ
・青田　昴
・藤井　俊幸
・加藤　裕哉

❽令和５年度理事選挙当選者（順不同）
・櫻井　朝之
・歩浜　敏夫
・木村　勇
・三上　和久
・鈴木　康友
・小野　大輔
・山本　千博
・岩田　亮二
・池本　規恒
・田中　航介
・八重樫　寛由

※当日当選者以外に選出された理事は後日執行部より連絡

　　　*****　石川新会長による総会終了宣言　*****

★次回理事会は後日連絡。時間は22：30～ZOOMにて開催予定。

議事録署名





２０２３年度　執行部紹介　Part１　 

会長 石川 浩之 

本年度JPCLの会長になりましたイシカワヒロユキダンススタ
ジオの石川浩之です。現在のダンス界は各団体の問題であった
り、競技選手やダンス愛好家の減少等いろいろな問題を抱えて
いると思われます。しかし嘆いているだけでは何も好転してい
きません。良いと思われることを見つけて実行していくだけで
す。執行部はもちろん、理事、会員の皆さまの力をお借りしな
がら進めていきたいと思っています。 
ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

副会長 木下 聡明 

昨年度に引き続き副会長を努めさせて頂きます木下聡明です。 
今年度は、JPCL25周年という節目の年でもありコロナ禍の今
までの制限も徐々に解除され選手活動が活発になると思いま
す。石川会長と共にJPCLが良い方向に向かうように頑張って
いきましょう。 

 
副会長 加藤 義人 

今年も副会長を努めさせて頂きます、dance place FELICEの
加藤義人です。 
微力ながら会の発展の為に尽力して参りますのでよろしくお願
い致します。 



２０２３年度　部長紹介　Part１　 

監査　正藤 隆史  

今年度も昨年同様に監査部長を拝命致しました正藤ダンスス
クールの正藤隆史です。 
副部長の石原正敏先生と共に選手会の発展の為微力ですが貢
献していきたいと思いますので皆様宜しくお願い致します。 

全国事務局　藤原 全史  
 
2023年度全国事務局の部長を務めさせていただきます藤原全史
です。 
副部長の保坂直伸先生、部員の細目恭弘先生の3名で活動してい
きます。 
全国事務局の主な業務内容は、 
①各団体より送られてくる情報を全国の選手会へメールで連絡。 
②選手からの問い合わせ窓口業務 
③WDCライセンスカードの申請、郵送業務 
全国の選手になるべく早く、正確に情報が行き届くように務め
て参ります。 
全国の選手会へ情報を発信して欲しい事がありましたら、下記ア
ドレス又は事務局までご連絡下さい。よろしくお願いします。 
kokubunjifujiwara@yahoo.co.jp 



総務部 　岩田 亮二 
  
本年度も引き続き総務部長を拝命いたしました、ツチヤダ
ンスガーデンの岩田亮二です。 
細かい仕事も多いですが、いろいろな選手や新しく入って
いただいた選手ににメッセージ送ったり会話したり、なん
となく皆様とつながることができてやりがいのある役職で
もあります！ 
ぜひあなたも一度総務部長に！？ 

渉外部　三上　和久 

去年に引き続き今年も渉外部部長を務めさせていただく事に
なりました、TDSサード・ダンススクールの三上和久です。 
本年度も国内の一部競技会へのエントリー業務及び海外三大
競技会のエントリーお知らせ、通訳などを行ってまいりま
す。 
よろしくお願いいたします。 



 
財務部 　羽村 康弘 

羽村ダンススクールの羽村康弘です。 
・本会計:羽村 
・JPCLカップ(前期活動):森先生 
・会報誌入金管理(中期活動):水口先生 
・各部収支報告管理・JCF 全日本選手補助(後期活動):毛塚
先生 
・執行部出納担当:水出先生 
以上の担当で2023年度業務を進めて参ります。 

財務部では近年下記の取り組みを行なっています。 
・振込手数料0円 
・ペーパーレス化 
・会計資料のデジタルデータ保存 
・それらに伴う消耗品費の節約 
・ヒューマンエラー対策として各部とグループライン作成&相互チェック 
・不正・犯罪防止対策 
・安全面以外の業務の簡素化 

会員皆様、JCF様、関係業者様のご協力のおかげで3年前より多額の節約ができて
います。 
この場をおかりしてお礼申し上げます。 
誠にありがとうございます。 

今年度も会員皆様の大切な資産を時代に合わせて無駄無く、合理的に利用出来る
様に全部員知恵をしぼって、皆様のお力をおかりしながら活動してまいりたいと
思います。 

宜しくお願い致します。 





 

 

※ 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) yanagidadance1995@gmail.com 
 

 中国と北朝鮮は徹底した「ゼロコロナ政策」

を採用してきました。  

 日本のゼロコロナ政策は濃厚接触者を一人

残らず追跡するという程度のものでしたが、 

中国と北朝鮮のゼロコロナ政策は徹底してお

り「感染者を家に閉じ込め、ドアを溶接して

出られなくする」等ということが普通に行わ

れ、それで餓死した国民が大勢いたようです。 

 ところで、中国と北朝鮮のゼロコロナ政策

には共通の理由があると私は考えています。  

 中国の習近平と北朝鮮の金正恩には共通点

があります。それはデブということです。 

 あの体型を見る限り、高血圧か糖尿病のど

ちらか、或いは両方に罹っているはずです。  

 要するに２人とも「コロナに感染したら死

ぬかもしれない」と考えているはずです。  

 独裁者というのは「自分が生き残る為なら

国が滅んでも構わない」と考えるので、自分

にコロナウイルスを近づけないために徹底し

た「ゼロコロナ」政策を採用したものと私は

考えています。  

 中国と北朝鮮がゼロコロナにこだわったも

うひとつの理由は、ワクチンです。 

 中国は海外のワクチンの輸入を禁止してお

り、自国で開発した「シノバックス」という

ワクチンの使用を国民に強制しています。  

 しかし、このワクチンは「生理食塩水を打

つのと同じ」という程度にしか効き目がなく  

「死のバックス」と言われているのです。  

 中国はこのワクチンを独裁国仲間である北

朝鮮に提供しようとしましたが、北朝鮮から

は「タダでもいらない」と断られました。 

 あの北朝鮮にまで断られるようなワクチン

をいくら打っても、コロナを抑え込めるはず

がないと私は考えています。  

 ところが１月８日、中国政府は新型コロナ

ウイルス対策として海外からの渡航者に義務

付けてきた強制的な隔離措置等を撤廃し「ゼ

ロコロナ」政策に終止符を打ちました。 

 日本のマスコミは「中国が経済・社会活動

の正常化へ軸足を移した」等と報道していま

すが、この連中は問題の本質を全く理解して

いないと私は考えています。  

 中国は総人口抑制のため「一人っ子政策」

を採用してきたので、人口の激減が始まって

おり、少数の現役世代が膨大な数の老人を養

うことが困難になりつつあります。 

 中国の習近平は「オミクロン株は弱毒で自

分が感染しても死なない」ことを確信したう

えで全国民を感染させ、中国にとって負担に

なる老人たちを合法的に抹殺しようとしてい

るものと私は考えています。  

 「そんなバカな！」と思う方も多いと思い

ますが、朝鮮戦争の時、フランスのジスカー

ル・デスタン大統領に「アメリカと核戦争に

なったら２億人死ぬぞ」と言われた毛沢東は

「中国は人口が多すぎるので、そのくらい死

ぬとちょうどいい」と言い返したのです。 

 中国では１月２２日から春節(旧正月)の大

型連休が始まりますが、中国政府はそれに合

わせて海外への渡航も解禁しました。  

 中国のゼロコロナ政策放棄は、自国の老人

を合法的に抹殺しながら感染者を世界中に送

り出し、コロナが収束しかけた先進国にもう

一度コロナウイルスをバラ撒こうとしている

ものと私は考えています。 

コラム（２２２） 

『ゼロコロナ』 
           柳田 哲郎 



 

#030 「踊りの大きさ」 

今回のテーマは「踊りの大きさ」です。一言で踊りの大きさといっても色々な大きさが

あります。まず単純にライン、シルエットの大きさ。これは身体のストレッチをフルに使

って作ります。あとはボディアクションの大きさ。これは全身のムーブメントで作ります。   

他にも移動量の大きさ。乗っている脚を使い（送り足）大きく移動します。どれも大切

なことなのですが、私が一番大切にしたいのは二人で作る大きさです！先に挙げた三つは

個人ダンスでもできること。社交ダンスならではの大きさのポイントはここにあります。 

ではどうしたらこの大きさがだせるのかというと、答えはコネクション、リード＆フォ

ローですね。これによって一人ではできない色々なことができます。例えばボディの移動

量、スピード、バランスなど…自分で立てる位置で踊ってしまったらつまらない。自分で

立てないくらいのバランスで踊ります。ここの表現が言葉では難しいところ。 

相手を使いますが、頼るのとはちょっと違う。勘違いすると、ただ重いだけの踊りにな

ってしまいます。お互いに身体をフルに使い、その延長にこれがあります。「うまい人は足

の上での移動量が大きい」のです。一歩の移動量ではなく、乗った後の移動量のこと。簡

単にいえば足の移動量ではなく、身体の移動量が大きい。そうすることで空間が広がり、

バネになりスピードがつくのです。社交ダンスではシャドウで本当の動きはできません。  

もちろんシャドウは大切ですが、それだけではダメ。例えばチャチャチャのキューバン

ブレイクス。シャドウで音楽に合わせ、キレイに踊れますか？多分ムリです、いえ、逆に

できたら変です。あれは相手の力（動き）を利用しないとうまくできません。コネクショ

ンがちゃんと使えれば、それほど忙しいステップではありません。音楽に遅れる人はコネ

クションがうまくできていないのかもしれませんね。 

このフィーリングはラテンもボールルームも一緒です。相手の動き、重さを利用して、

遠心力や反発力を使うのです。これが社交ダンス一番の醍醐味！うまくできると、と～～

～っても気分良く踊れます♪逆にうまくできないと、非常に不快感を感じます。カップル

の揉めごとで一番多い原因はコレではないでしょうか。  

社交ダンスをやっている方々、もっとコネクションを意識して踊ってみてください。そ

うすれば今よりずっと大きな踊りができると思いますよ。。。 

イシカワヒロユキダンススタジオ blog 

                               



2023年トルコ・シリア地震の一般的な支援先 

・日本赤十字社 
受付期間

2023年2月9日（木）から 2023年5月31日（水）まで

https://www.jrc.or.jp/contribute/help/2023turkeysyria/ 

・ユニセフ（UNICEF国連児童基金） 
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?
utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campai
gn=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=
&keyword=トルコ地震%20寄付
&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ
3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2
xwQAvD_BwE 

・国連WFP 
「飢餓をゼロに」することを使命とする国連唯一の食料支援機関 
https://www.jawfp2.org/lp/emergency4/?
gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorijRjQvpGgSSsMU2mW
RvgM_UUyFI2aI-
zWGHjYvtxxo4HPcSiPcs9rhoCsKYQAvD_BwE# 

https://www.jrc.or.jp/contribute/help/2023turkeysyria/
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.unicef.or.jp/news/2023/0020.html?utm_source=googlea_m&utm_medium=cpc&utm_campaign=disaster&cd=pc864&network=google_g&placement=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E5%9C%B0%E9%9C%87%20%E5%AF%84%E4%BB%98&device=&gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4Torii-6P2lgLOJ3xGlxMlZFbqIzFv6nBkHBRnSOKIteCT9wuPFPEfDTdRoC2xwQAvD_BwE
https://www.jawfp2.org/lp/emergency4/?gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorijRjQvpGgSSsMU2mWRvgM_UUyFI2aI-zWGHjYvtxxo4HPcSiPcs9rhoCsKYQAvD_BwE#
https://www.jawfp2.org/lp/emergency4/?gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorijRjQvpGgSSsMU2mWRvgM_UUyFI2aI-zWGHjYvtxxo4HPcSiPcs9rhoCsKYQAvD_BwE#
https://www.jawfp2.org/lp/emergency4/?gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorijRjQvpGgSSsMU2mWRvgM_UUyFI2aI-zWGHjYvtxxo4HPcSiPcs9rhoCsKYQAvD_BwE#
https://www.jawfp2.org/lp/emergency4/?gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorijRjQvpGgSSsMU2mWRvgM_UUyFI2aI-zWGHjYvtxxo4HPcSiPcs9rhoCsKYQAvD_BwE#




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

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

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

埼玉県越谷市平方 1278　MTビル2F

海宝ダンススクール

スズキイチロー・ダンスアカデミー

杉並区荻窪 5-27-8　タイガープラザ3　8F

小林福美ダンススタジオ

新宿区百人町 2-11-25　新戸山ビル4F

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

　　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

豊島区南大塚 3-44-11　フサカビル3F

杉並区西荻北 3-21-13　吉野ビル2F

ケヅカテツオダンスアカデミー

茨城県筑西市甲 240

M.トモミスポーツダンスクラブ

大塚出ダンススクール

コシカワダンススクール

木下ダンスワールド

武蔵野市境南町 2-7-20　ダイアパレス武蔵境第2　2F

サード・ダンススクール

コダマ・ボールルームダンス・スタジオ

品川区東五反田 5-27-10　野村ビル10F

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



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

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　杉山ビル2Ｆ

ダンススペースオオヤ

セコムネダンスフィールド

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

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

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

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

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

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

中野区東中野 1-50-4　日進ビル3Ｆ



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

青森県青森市堤町 1-9-7　じゅん2Ｆ

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

大野ダンススクール

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

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

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】

【九州】

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

【西部】

ＣＯＣＯエレガンス総合ダンス学院

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

藤森ダンススタジオ



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　　：　2022年7月から2023年6月まで1年間（年12回予定）

◆配布対象　　：　団体会員・購読会員・選手会会員

◆データ容量　：　１.５MB～２MB 位

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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