
　期　日　：令和元年１０月２６日（土）～１０月２７日（日）
　会　場　： 愛知県青年の家

愛知県 岡崎市美合町並松１の２ 

TE L ０５６４－５１－２１２３

FAX ０５６４－５１－２０２７

[マイカー利用] [公共交通機関利用]

東名高速、岡崎ＩＣより「名古屋方面」へ出て、「岡崎ｲﾝﾀｰ西」信 ・名鉄本線「美合」下車、南西徒歩12分　

号を左折し、２６号線を蒲群方面に南下「羽根町小豆坂」交差点 ・ＪＲ岡崎駅から名鉄バス・東岡崎駅行（美合、経由）にて

を左折し、右手にﾄﾞﾐｰ・左手に日清紡の工場を通り抜け、ＪＡ研 　約12分、「県立専門校」下車、徒歩３分

修所の隣り。岡崎ＩＣより約２０分 　 　

　主　催　：　                    　日本フォークダンス連盟　 愛知県支部

一般社団法人　日本スクエアダンス協会　中部統括支部　愛三岐地区委員会

　

第　６　回

『交通案内』

愛三岐地区 研　修　会
スクエアダンス
ラウンドダンス



趣　　旨： 健全なレクリエーションとしてのスクエアダンス・ラウンドダンスを普及・発展させるため、

指導者としての資質の向上を図り、以って青少年の健全育成と生涯教育の振興に寄与

することを目的とする。

期　　日： 令和元年10月26日（土）～27日（日）

会　　場： 愛知県青年の家　（岡崎市美合町並松１の２　TEL0564-51-2123）

主　　催： 　　　　　　　　　 日本フオークダンス連盟  愛知県支部

一般社団法人 日本スクエアダンス協会　中部統括支部　愛三岐地区委員会

参加費： 備考

１泊４食付

３食付

定員

８名

８名

１６名

１６名

２０名

６名

コース ：

検　定 ： 公益社団法人日本フォークダンス連盟の指導者資格検定規定による3級・4級

の検定を実施します。（検定料　3級=1,500円　4級＝1,000円　当日別途受付）

全コース、１０月２６日（土）～２７日（日）の２日間です。

B3
RD中級踊り込み

吉川　和良
吉川　敦子

S協のクラシックと推奨曲を習ったが上手に踊れない方、他の
楽しいリズムも踊ってみたい方を対象に楽しく、きれいに踊る
ための心構え、スタイリングについても学びます。フェーズIII+
αレベルの曲を中心に踊ります。

C1
キュアー入門

小笠原　真麻
速水　ゆか

キューイングを始めようとする人（全くの未経験者）、始めたば
かりの人を対象。キューシートの理解、キューカードの作り
方、キューイングの仕方、発声、タイミング等を学びます。初心
者を中心に講習しますので、全く経験のない方でも大丈夫で
す。

B1
MS DBD踊込み

富田　作夫

 メインストリームプログラムを踊れる方が対象のコースです。
スクエアダンスは定義を理解することにより、更に興味深いダ
ンスの世界が広がります。ベーシックからメインストリームま
で、定義による奥深くより楽しいダンスを踊り込みましょう！

B2
PL踊込み

大岩　幸夫
プラスの踊りに自信のない方が対象です。プラスを始めて1年
以上の方で　定義をマスターしレベルアップをはかります。

Ａ１a
コール入門

百合嶋学

コールを始めたい、コールを始めたが練習の仕方がわからな
い方を対象にしたコースです。コーラーとしての心構え、コー
ルの練習方法を伝授します。ダンサーの為のコーラーとして
一緒にコールの第一歩を踏み出しましょう！

Ａ2b
サイトコール実践

勝亦　隆夫

実践的なサイトコールをモジュールコールを活用しながら学び
ます。A2（サイトコール入門）コースを修了された方、または同
等のスキルをお持ちの方が対象です。創造的でスムーズな
コールを学んでさらにステップアップしませんか？

通い二日 12,000円 14,000円   9,000円

コース名 講師 対象・内容

第６回 愛三岐地区SD・RD研修会  開催要項

参加費 S協・日連 一般 学生

一泊二日 14,000円 16,000円 10,000円



【受講申込】

　　申込方法 ： 受講申込書に記入して、郵送またはｅ-Mａｉｌ でお送りいただくとともに、

参加費をお振込み下さい。　　参加費の入金確認後、受理票を郵送します。

　　申込締切 ：

　　申 込 先 ： ☆ 名古屋市瑞穂区豆田町1－3－1－403

℡０５２－８８２－８３０２

　　振 込 先 ： ☆  口座名義 ： 　　河野　玲子

 記号：１２４６０　　　口座番号　：２４２５１２４１

 店名：二四八店番：２４８ 普通預金

　　問合せ先 ： ☆ 携帯電話 ： ０９０-１２７４－７４８６　　℡：０５８－２３４－５２７２

e-mail(パソコン) 　：　　pdkpopeyeh333@camel.odn.ne.jp

〒５０１－１１７２　岐阜市下鵜飼１６４２－５

【　備　考　】

　　１．定員超過の場合は、締切日前でもお断りすることがあります。

　　２．納入された参加費は払い戻しできません。 ただし定員超過でお断りした場合や、コースの開催を中止

　　　　した場合は返金致します。

　　３．靴については、特に制限はありませんが、ダンスや運動に相応しいものとし、床を傷つける怖れのある

　　　　ものは避けて下さい。　

　　４．参加費の入金確認後、受理票を郵送しますので、持ち物等受講に関する詳細は受理票をご覧下さい。

　　６．各コースの参加申し込み数が定員の５割未満の場合はそのコースの開催を中止することがあります。

　参加希望コース（該当コース記号を○印） ・Ａ１a　　・Ａ２b　　・Ｂ１　　・Ｂ２　　・Ｂ３　　・Ｃ１

ふりがな 所属団体名

才

〒 ＴＥＬ
住　　所

携帯

年 年

　 Ｓ 協 番 号  日 連 会 員 番 号

 　検 定 申 込 　*3級受験者は（公社）日本ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟の会員であること。

　Ｂコース参加の女性は可能な役に○印をしてください。 男性役　　・　　女性役　　・　　　両役

　１０月２６日ワンコイン親睦会の参加・不参加について○印をつけて下さい。 参 加

　上記のとおり申し込みます。

　参加費区分番号（　　　　　　）の参加費　　　　　　　　　　　　　円を　　　　　　月　　　　　日に振り込みました。

　令和　元　年　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　払込者氏名

令和元年９月８日（日）

佐原　愼二 〒467-0864

　　・　　不参加

    ５．宅配便利用の場合は、１０月２５日配達指定で会場宛に発送下さい。（愛三岐地区研修会と明記のこと）

受　講　申　込　書

氏　　名　
男 ／ 女

　　メールアドレス

ダンス 経 験 年 数

e-mail(パソコン)　 ：　b6tcf76e@xj.commufa.jp

・受験します　・受験しません

ゆうちょ銀行

他金融機関から振込 口座番号：２４２５１２４

小瀬木　隆幸

ｺｰﾙ ・ ｷｭｰ 経 験 年 数

キ リ ト リ



【　日　程　】 （案）

時刻

9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

17:00

18:00

21:00

21:30

22:30

　申請書（様式１号） 　検定試験合格者 　検定試験合格者 　検定試験合格者

　原　 票（様式2号） 　申請書（様式１号） 　申請書（様式１号） 　申請書（様式１号）

　原　 票（様式2号） 　原　 票（様式2号） 　原　 票（様式2号）

　論　　　　　　　　文 　写　　　　　　　　真 　写　　　　　　　　真

　写　　　　　　　　真 　研　　修　　記　　録

　研　　修　　記　　録

　　　　　提　　　　出　　　　先

　　　　　申　　　　請　　　　料

　　　　　公　　　　認　　　　料

　　　　　指　　導　　範　　囲

　　　　　更　　新　手　数　料

  ＊（公社）日本フォークダンス連盟の会員でない方は、事前に入会申し込みが必要です。

  ＊当日の受験者説明会で、（公社）日本フォークダンス連盟への 入会申し込みを行なって頂きます。

全　　　　　　　　国 支　　　部 団　　　体

2,500円 2,000円 1,500円 1,000円

5,000円 3,000円 2,000円 1,500円

25,000円 13,000円 8,000円 3,000円

1回以上

申　　　請　　　手　　　続
　論　　　　　　　　文

　写　　　　　　　　真

　研　　修　　記　　録

都道府県　検定委員会

研修
経歴

全　国　講　習　会 １０回以上 ６回以上 ２回以上

支　部　講　習　会 １０回以上 ８回以上 ６回以上

　経　　　験　　　年　　　数 １０年以上 ７年以上 ５年以上 ２年以上

指　導　経　験　年　数  ７年以上 ５年以上 ３年以上

　申　　　請　　　資　　　格 公益社団法人　日本フォークダンス連盟会員

　　　年　　　　　　　　　　　齢 ３５才以上 ２８才以上 ２５才以上 １８才以上

指 導 者 資 格 検 定 基 準

公認級別

  条　 件
１　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級

16:00 解　　散

夕  食

コース別  研修 全コース ＊２６日（土）夜は、恒例のお楽しみワ
ンコイン（５００円当日徴収）親睦会を行
いますので是非ご参加下さい。
＊時間割の詳細は、当日配布の共通
テキストをご覧下さい。

入　浴　等　（講師ﾐｰﾃﾝｸﾞ）

親　睦　会

コース別　研修 全コース 13:30    検定　/　交流会

15:30 閉  講  式

コース別　研修 全コース

昼   食 12:30 昼  　食

受　付 9:00 コース別　研修 全コース

開講式 ・ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ・ 全体講義

１０月２６日　（土） 時刻 １０月２７日　（日）

7:00 起　　床

7:30 朝  　食


