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2022年度 DSC神奈川 総会 

 

 第 1号議案  2022年度活動報告 

 第 2号議案  2022年度会計報告 

・決算報告書 

・貸借対照表 

 第 3号議案  監査報告 

 第 4号議案  2023年度活動方針(案) 

 第 5号議案  2023年度予算(案) 

  第 6号議案  役員改選(案) 

第 7号議案  その他 

 

 

会員数    427名 (2023年 1月１日現在）  

総会出席     名 

議長委任     名 

 

日時： 2023年 2月 25日（土） 14：00～16：00 

場所 ： 川崎市 教育文化会館 、リモートでも開催 
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第 1号議案  2022年度活動報告 

 ダンススポーツクラブ神奈川（以下「ＤＳＣ神奈川」）は、会員の技術向上を始め、会員相互及

び一般ダンス愛好者との親睦を図ることを目的として練習会またダンスフェスティバルなどの事

業を実施することで、会員への還元及びダンススポーツの普及活動に積極的に貢献してきた。 

神奈川県ダンススポーツ連盟の加盟団体の一員として、県連盟の運営、活動に積極的に参画

し、今年度も副会長を始め理事、監事、専門部長等の中心的な役員の派遣を行い、ＪＤＳＦ主

催の各種競技会や各種事業についても神奈川県連盟を通じて協力を行った。 

競技関連事業においては、昨年４月に開催された神奈川県ダンススポーツ選手権大会に運営

役員や審判員を派遣することで協力した。  

 

 この 1年間に DSC神奈川が実施してきた活動内容は以下の通りである。 

１． 総会及び理事会の開催 

(1) 2021年度ＤＳＣ神奈川総会 

 2022年 2月 26日（土） 新百合トウェンティワンホール 第 2会議室 

オンラインでも開催 

(2) 2022年度ＤＳＣ神奈川理事会 

 第 1回 2022年 2月 26日（土） 新百合トウェンティワンホール、オンラインでも開催 

 第 2回 2022年 3月 26日（土） かながわ労働プラザ、オンラインでも開催 

       第 3回 2022年 5月 28日（土） かながわ労働プラザ、オンラインでも開催 

 第 4回 2022年 7月 30日（土） かながわ県民センター、オンラインでも開催 

 臨 時  2022年 8月 27日（土） オンライン会議  

第 5回 2022年 9月 24日（土） かながわ県民センター、オンラインでも開催 

 第 6回 2022年 11月 26日（土） かながわ県民センター、オンラインでも開催 

 第 7回 2023年 1月 28日（土） かながわ県民センター、オンラインでも開催 

 臨 時  2023年 2月 25日（土） 川崎市教育文化会館、オンラインでも開催 

 

2. 事業関連 

(1) 定期練習会の開催 

 今年度も毎月県内各地にて定期練習会を開催した。 

 開催月、会場、参加人数は下記の通り。  

  2022年 

2月：麻生スポーツセンター（川崎）：34人    3月：三柴スタジオ（海老名）：40人 

4月：うみかぜテラス（茅ヶ崎）：26人        5月：三柴スタジオ（海老名）：40人 

6月：うみかぜテラス（茅ヶ崎）：20人        7月：三柴スタジオ（海老名）：29人 

8月：男女共同参画センター南太田（横浜）：28人  9月：技能文化会館（横浜）：22人 

10月：三柴スタジオ（海老名）：26人        11月：うみかぜテラス（茅ヶ崎）：23人 

12月：大和スポーツセンター（大和）：94人 ※実践的練習会として実施 
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2023年 

1月：男女共同参画センター南太田（横浜）：13人  2月：三柴スタジオ（海老名）：42人 

 

(2) 分科会（定期練習会、ダンスフェスティバル、DSC神奈川杯、広報部）の活動 

   3/23広報部分科会                    4/11 定期練習会分科会  

 4/17 DSC杯・フェスティバル合同分科会   5/9 広報部分科会  

10/10 DSC杯・フェスティバル合同分科会  12/13 DSC杯・フェスティバル合同分科会 

 

(3) 神奈川県連盟への協力及び神奈川県連盟を通じてのＪＤＳＦへの協力  

・神奈川県連盟理事会へのＤＳＣ理事派遣 

・神奈川県連盟の各専門部活動への協力 

・県連 副会長、部長及び各専門部へのＤＳＣ神奈川役員の派遣 

・神奈川県連盟の会員拡大活動への協力 

・日本スポ－ツマスタ－ズ大会（岩手県：8/28）、ねんりんピック大会（神奈川：11/13）、 

関東甲信越ブロック選手権（千葉県：9/25)への選手派遣 

・三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権へのチケット販売協力 

・JDSFグッズ物品販売協力 
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第 2号議案  2022年度会計報告 
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第 3号議案  監査報告 

（別紙） 

 

 

 

 

 

第４号議案    ２０２３年度 活動方針 

 

新型コロナウイルス感染症対策の中、選手にとっては厳しい日々が続いています。 

私たちは、従来通り会員相互の親睦と地域社会への貢献を目指し、ダンススポーツ・社交ダンス

の普及を継続し回復した未来に向かって進みます。 

上部団体である公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以後ＪＤＳＦと記載)及び、神奈川県ダンス

スポ－ツ連盟には、従来通り各事業に参画し協力を行います。 

今まで接触をしていなかった企業、ダンススポーツ（社交ダンスを含む）以外の団体とも接触し、

会員にサービス面で還元できるような仕組みつくりをさらに進めていきます。 

その中で関係する企業・諸団体にも喜ばれるような地域社会に貢献したいと考えます。 

以上を主軸として今年度の活動方針とします。 

 

１．事業関連 

  (1)会員及び他ダンスを含めるダンス愛好者との親睦を目的としたフェスティバル等の企画、 

  実行。 

  (2)理事会の定期的な開催。分科会を必要に応じ開催。 

(3)会員の拡大と一般愛好家を結びつける普及レベル競技会等の継続開催。 

  (4)県加盟団体及びサークルからの各依頼対応（DSC会員のトライアル、デモ、講師の派遣等） 

  (5)HPによる広報活動と HP等からの一般会員からの意見・情報収集を開始。 

  (6)今まで接触をしていなかった企業、ダンススポーツ（社交ダンスを含む）以外の団体との 

   接触を行い、会員にサービス面で還元できるような仕組みつくりを検討。 

(7)DSC神奈川Webサイトのリニューアルが完成したのでバナー広告等の募集を開始。 

(8)各分科会での活動を通して、DSCが今後開催していくイベント内容を模索、検討。 

 また、必要に応じ分科会を設立していく。 

２．会員へのサービス向上 

(1)技術研修会・定期練習会の開催。 

 (2)トップダンサ－によるレクチャ－企画の情報提供。 
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３．神奈川県ダンススポーツ連盟が行う普及事業及び競技関連事業に積極的な参画と協力 

(1)各部へ部長、部員を派遣し運営および活動の支援 

 (2)普及活動への積極的な協力 

  ・県主催ダンスフェスティバル等への参画及び協力 

・技術認定会等への協力 

・技術講習会及び研修会へのコ－チャ－などの派遣協力 

(3)神奈川県選手権大会をはじめ各競技会への役員、選手及び開催協力 

(4)全国競技会団体戦などへの選手派遣協力 

  ・日本スポ－ツマスタ－ズ大会記念事業 DS大会（福井県：7/30） 

  ・ねんりんピック大会（愛媛県：10/29) 

  ・三笠宮ダンススポーツ選手権（東京都：10/21,22) 

・関東甲信越ブロック選手権団体戦（埼玉県 10/8) 

  

 (5)県連盟リーキャンへの参加 （川﨑市産業振興会館：3/4) 

(6)その他団体主催のダンススポ－ツ教室・社交ダンス教室等への講師派遣等 

 

４．神奈川県連盟及び神奈川県連盟を通じたＪＤＳＦへの協力 

  (1)三笠宮杯に役員の派遣、選手の出場協力並びにチケットの販売協力 

 (2)関東甲信越ブロック選手権等に役員及び選手の派遣協力 

  (3)JDSF本部及び競技本部への部長及び部員の派遣 

 

５．その他 

(1) 他のダンス関連団体とも協力しダンススポーツ・社交ダンスの普及に努力する。 

  （2）県連盟持回りの県シ－ズンフェスティバル開催について検討する。 
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第 5号議案  2023年度予算 
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第 6号議案  役員改選 
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2022 年度 DSC神奈川 総会 議事録 

  

開催日：2023 年 2 月 25日(土)  

会場等：・川崎市教育文化会館 第４会議室  

・Ｚoom利用によるオンライン開催、 

 

会員数： 427 名（2023 年 1 月 1  日現在）  

出席者数：1７ 名 （会場出席：14名＋オンライン出席：３名） 

議長委任者数： 410 名  

議事 

  

日比野会長： 本日の議長を河合さんにお願いします。  

議長： これより 2022 年度 DSC神奈川 の総会を開催します。 

2023 年 1 月 1 日付の会員数は 427 名です。 本日の出席者数は 17 名、議長委任者 410名で

すので規約により本日の総会は成立いたします。   

本日の書記は大江さんにお願いします。 

 

議長： それでは第 1 号議案について日比野会長にお願いします。  

日比野会長： 2022 年度の活動について報告します（総会資料参照） 

 議長： ただ今説明した 2022 年度活動報告について質問があるでしょうか。 

議長： 質問がないようですので第１号議案に対して承認される方は挙手をお願いします。  

→ 全員の挙手がありました。承認と致します。  

 

 議長： 引続き第 2 号議案について佐々木副会計にお願いします。 

佐々木副会計： 2022 年度会計報告及び貸借対照表について説明をします(総会資料参照) 

          事業収入、事業支出で予算と実績が異なるのは予算ではフェスティバルの開催

を見込んだが当年度に開催がなかったことによります。販売促進費が予算を大きく超

えたのは地元の川崎開催であり大々的な販売協力をした結果です。 

 議長： 引き続き第 3 号議案の監事による監査報告についてお願いします。  

古瀬監事： 2022 年度監査報告書（総会資料参照）に記載の通り、帳簿類、預金残高など 

監査を行った結果、適正であったことを確認しましたので報告をします。 

 議長： 2022 年度会計報告、貸借対照表及び監査報告について質問があるでしょうか。 

議長： 質問がないようですので第２号、第３号議案について承認の方は挙手をお願いします。  

→挙手多数と認め承認と致します。 

  

議長： 第 4 号議案について日比野会長にお願いします。  

日比野会長：2023年度活動方針案について説明します（総会資料参照）  
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議長： ただ今説明した 2023 年度活動方針案について質問があるでしょうか。  

議長： 質問がないようですので第４号議案に対して承認される方は挙手をお願いします。  

→ 挙手多数と認め承認と致します。  

 

議長： 引続き第 5 号議案の予算について佐々木副会計にお願いします。  

佐々木副会計： 2023 年度予算案について説明します（総会資料参照）。  

議長：予算案について質問はあるでしょうか。 

議長： 質問がないようですので第 5号議案について承認の方は挙手をお願いします。  

→挙手多数と認め承認と致します。 

 

議長： 第 6 号議案の役員改選について日比野会長よりお願いします（総会資料参照）。  

日比野会長： 2023年度の役員として総会資料の通り理事 24名、監事２名の役員を推薦します。 

議長： 第 6 号議案の役員改選について質問はあるでしょうか。 

議長： 質問がないようですので第 6号議案について承認の方は挙手をお願いします。  

→挙手多数と認め承認と致します。 

 

議長： 第 7号議案 その他について何かあるでしょうか？ 

議長： 新たな議案はないようなので 2022 年度 DSC神奈川の 総会を終了します。  

  

議長、書記、解任。     

 

以上  

書記： 大江 

 

 

 


