
こどもフィット＆ダンスフェスティバル
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2013年3月31日（日）

実施報告書



御 礼

平素は格別のお付き合いを賜り誠にありがとうございます。

2013年3月31日（日）開催の “こどもフィット＆ダンス フェスティバル第１６回新春の会” におきましては皆様に

多大なご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

当日は、花冷えの小雨の中、１０００名を超える出演者を含む約２７００名の皆様にご来場頂き、明るく素晴らしい

1日を迎えることが出来ました。ステージで輝く出演者、出演者を支える先生とご家族の愛、出演者を応援する大切な

仲間達、場内はダンスだけでなく優しさと思いやりに溢れていました。

親子キッドビクス部門では、家族が協力し合うほほえましい姿とイクメンパパの力強さが印象的でした。

第1回“笑顔＆元気”部門予選会は、本来の子どもらしさと未知の可能性を引き出せる新しいステージとなりました。

マリンロビーでは保育士を目指す学生による “アクティビティエリア” を設置し、絵本読み聞かせ、紙芝居、パネル

シアター、作って遊ぼう、からだ遊びなどの “遊び” を通じての交流を楽しむ光景に未来を感じました。また、特別企画

の “キティちゃんのグリーティング” では可愛い子ども達の喜ぶ笑顔を沢山見ることが出来ました。出展各社様のブース

のおかげで賑やかなロビーとなりました。

スタジオNAFAから始まりましたインストラクター30周年の記念となるこの日を私も忘れることはないと思います。

お祝いメッセージ等、多数頂きまして恐縮でございます。重ねて御礼申し上げます。

簡単ではございますが、別紙のとおりご報告申し上げます。

今後ともご後援、ご協賛、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

この度は誠にありがとうございました。

２０１３年４月５日
一般社団法人日本こどもフィットネス協会

会長 渡辺みどり

本イベントの実施報告書は、協会ホームページ

(http://kids-fitness.or.jp/)でも掲載致します。



実 施 報 告 １１１１．．．．概概概概 要要要要

イベント名：

主 催：

こどもフィット＆ダンスフェスティバル 第１６回新春の会

一般社団法人日本こどもフィットネス協会

神奈川県教育委員会 横浜市教育委員会 財団法人大田区体育協会
公益財団法人健康・体力づくり事業財団 公益社団法人日本フィットネス協会
社団法人日本エアロビック連盟 AFAA JAPAN 特定非営利活動法人日本Ｇボール協会
神奈川新聞社 tvk テレビ神奈川 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

後 援：

チャコット株式会社 株式会社サンリオエンターテイメント 株式会社ギムニク
月刊ジャパンフィットネス 株式会社スターワークス 株式会社ＬＡＤ クリスチャンモロー ジャパン
ベンゼネラル株式会社AVIA＆RYKA 有限会社フィットベル 株式会社アノマリー
株式会社ウェザーコーポレーション サンテプラス株式会社 月刊NEXT 株式会社ムーヴメント
exfitTV 株式会社おもちゃの店青い鳥 株式会社学研教育みらい 株式会社フォトクリエイト
株式会社中央軒煎餅 和田商店 横浜ランドマークタワー69階展望フロアスカイガーデン
一般社団法人日本フープダンス協会 NPO日本ウェーブストレッチ協会 有限会社MAKIスポーツ
株式会社東急スポーツオアシス THE☆STAGE AGウェアジャパン株式会社
カリフォルニア･レーズン協会 株式会社MWM 株式会社TWELVE 株式会社オリム

東京リゾート＆スポーツ専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校

千葉リゾート＆スポーツ専門学校 横浜こども専門学校 東京未来大学

一般社団法人田園調布グリーンコミュニティ NPO法人日本トイレ研究所

いまばりタオル遊び開発普及委員会

協 賛：

協 力：

開 催 日： ２０１３年３月３１日（日） １１:００～１７:３０

パシフィコ横浜 国立大ホール開 催 場 所 ：

（順不同・敬称略）



実 施 報 告

来 場 者： 総来場者数 約２７００名

◆オープニング
SEDteam2013キッドビクス/SEDteam2013ジュニアエアロビクス/SEDteam2013ヒップホップ
MIYUKids Bommberず 11/izumix・ビター/ソラ豆＆ぽののん

◆第１部（親子キッドビクス）４チーム （ダンス・アクティビティ） ２１チーム

◆第２部（ダンス・アクティビティ・エアロビクス・ MEGA）２１チーム

◆アワードタイム

ベストインストラクター２０１３ 根岸 葉子様・佐藤 由美子様

第４期若年層育成推薦制度 表彰 鈴木 彩葉様

◆第３・４部（HIPHOP）３７チーム

◆エンディング
横浜リゾート＆スポーツ専門学校/千葉リゾート＆スポーツ専門学校/チーム NAFA
株式会社 森/パウロ サントス～HAPPY DANCE～/JKFA KBI/JKFA KDI

◆エンディング・ダンスDEクイズ

ゆりーとダンス

出 演 者： 出演者数：７７０名 総出演者数：１０８２名 出演演目：１０１



実 施 報 告 ２２２２．．．．発表会発表会発表会発表会のようすのようすのようすのようす①①①①

パシフィコパシフィコパシフィコパシフィコ横浜横浜横浜横浜 国立大国立大国立大国立大ホールホールホールホール 受受受受 付付付付

出展出展出展出展ブースブースブースブース

アクティビティエリアアクティビティエリアアクティビティエリアアクティビティエリア

ムーヴメント/AGウェアジャパン/ベンゼネラル

チャコット/サンリオエンターテイメント

クリスチャンモロージャパン/MAKIスポーツ

ウェザーコーポレーション/アノマリー

キティキティキティキティちゃんのちゃんのちゃんのちゃんのグリーティンググリーティンググリーティンググリーティング出演者出演者出演者出演者のようすのようすのようすのようす



SEDteam2013キッドビクス SEDteam2013ジュニアエアロビクス SEDteam2013ヒップホップ MIYUKids Bommberず 11 izumix・ビター ソラ豆＆ぽののん

““““笑顔笑顔笑顔笑顔＆＆＆＆元気元気元気元気””””部門予選会部門予選会部門予選会部門予選会

ゲストゲストゲストゲスト出演者出演者出演者出演者 オープニングオープニングオープニングオープニング

親子キッドビクス大賞 ＦＦ ＤＡＤ ベストインストラクター賞
第４期若年層育成推薦制度 表彰

キッドビクス修了証授与式

衆議院議員
小泉進次郎氏

協会名誉顧問
高橋賢一

ゲストゲストゲストゲスト出演者出演者出演者出演者 エンディングエンディングエンディングエンディング

横浜R&S 1K1 千葉R&S K1A チーム NAFA 株式会社 森

パウロ サントス JKFA KBI JKFA KDI ゆりーとダンス

審査員審査員審査員審査員

協会会長
渡辺 みどり

アワードタイムアワードタイムアワードタイムアワードタイム

実 施 報 告 ２２２２．．．．発表会発表会発表会発表会のようすのようすのようすのようす②②②②

ごごごご来賓来賓来賓来賓 ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶



実 施 報 告 3333．．．．ダンスダンスダンスダンスDEDEDEDEクイズクイズクイズクイズ＆＆＆＆川柳賞川柳賞川柳賞川柳賞

パパダンサー 踊った二日後 肩こったー
初出演 きばってアップで 足ひねる
舞台上 いつもと違う きみがいる
ダンスのわ 世界にひろがれ 楽しいダンス
ダンスNOW おどって教えて また来年・・・
たまごから かのうせいが あふれるよ
たくさんの たまごを大人も 持っている
春の雨 卵はじける 大ホール
たまごから うまれたいのちを しんじよう
ゆりーとくん 羽をパタパタ かわいいな
SED いつも笑顔で おどってる
発表会 100％ 出しきった！
だんすはね おどるとたのしい ものだよね！！
おどればね えがおとげん気 あふれるよ
発表会 えがおと元気 たのしいな
思い出が 巡り巡った 修了式
初めての 観るだけの日も 楽しいよ
春雨や ホールの熱気が ここちよい
気がつけば 両手をあげて おどってた
パパやママ 子供いじょうに 大緊張
桜咲き あらたな一歩 ふみだそう
ダンスはね やっぱり命と 笑顔だな♪
6年の アワードタイム うれしいな
おどったら みんなの心が ひとつだね
発表会 仲間のきずなが ふかまった
おどること こころわくわく だいすきです
また見たい 子供のはずむ その笑顔
頑張った ほめてあげたい フェスティバル
ダンス見て 何故か目頭 熱くなる
見るだけで からだが動く 春の会
わらってる ぼくもぶたいで おどりたい
四月から キッドビクスを はじめます
春風は 涙運ぶよ 発表会
ぜひ一度 私もこの場で 踊りたい！！
発表会（記号） 気持ちは私も 踊ってる ^O^

◆川柳賞◆ ◆クイズ正解者◆

（順不同・敬称略）

安田 沙知莉 神奈川県 いまばりタオル賞
マチダ ヒトミ 神奈川県 いまばりタオル賞
松崎 瑞希 東京都 いまばりタオル賞
下田 朋恵 千葉県 いまばりタオル賞
高橋 紬 東京都 いまばりタオル賞
野口 信枝 東京都 いまばりタオル賞
西面 真紀 東京都 いまばりタオル賞
滑川 多鶴子 東京都 いまばりタオル賞
門脇 佳那子 神奈川県 いまばりタオル賞
細野 咲 千葉県 いまばりタオル賞
荘司 桃香 東京都 ギムニク賞
早川 葵 神奈川県 ギムニク賞
盛田 海 神奈川県 ギムニク賞
美濃和 李 東京都 ギムニク賞
伊藤 尚彦 東京都 ギムニク賞

川島 耕司
髙橋 大昌
前川 和佳奈
小浜 あけみ
北村 謙一
中澤 美優貴
柿﨑 啓子
野村 美香
森 風音
小川 怜奈
佐藤 遥
岩崎 愛沙美
佐藤 こころ
大張 妃美佳
飛田 夏希
中村 いづみ
五十嵐 泰子
櫻井 章
中村 五郎
大月 健男
飯田 しおり
土田 美穂
浅岡 真莉奈
城ケ﨑 和花
鶴井 はな江
鹿取 美月
長島 久美子
原谷 優花
杉田 明子
山上 恵子
石川 竣斗
深田 千里
門間 美波
諸星 えり子
伊沢 彩香

東京都
東京都
神奈川県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
埼玉県
東京都
千葉県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
埼玉県
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
埼玉県
神奈川県

SUW賞
SUW賞
SUW賞
SUW賞
SUW賞
和田商店賞
和田商店賞
和田商店賞
和田商店賞
和田商店賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
中央軒煎餅賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
いまばりタオル賞
ギムニク賞
ギムニク賞
ギムニク賞
ギムニク賞
ギムニク賞



1111....発表会発表会発表会発表会のののの内容内容内容内容はいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか 6666....興味興味興味興味のあるのあるのあるのあるライセンスライセンスライセンスライセンスややややワークショップワークショップワークショップワークショップはははは？？？？（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））

たいへんよかった 254 40Hキッドビクスインストラクター 12
よかった 117 20Hフィットネスインストラクター 3
ふつう 3 3H審査リード講習会 1
あまりよくなかった 0 20Hキッズヒップホップインストラクター 25
無回答 7 6H KIDBICS Basic 4

381 3Hキンダーキッドビクス 6

2222....会場会場会場会場についていかがでしたかについていかがでしたかについていかがでしたかについていかがでしたか 6H キッズフープダンス 6
たいへんよかった 247 CPR・AED 2
よかった 111 6H KIDBICS PlayFitness 1
ふつう 10 フレクスクッションW.S 3
あまりよくなかった 0 わからない 167
無回答 13 無回答 250

381

3333....スタッフスタッフスタッフスタッフのののの対応対応対応対応はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか 7777....今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような講習会講習会講習会講習会、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップ、、、、イベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催してほしいですかしてほしいですかしてほしいですかしてほしいですか

たいへんよかった 220
よかった 120 ●Ｈｉｐ　Ｈｏｐワークショップ（3名）
ふつう 20 ●みんなが喜ぶ楽しいと思うイベント
あまりよくなかった 2 ●ヒップホップ中高生のダンスイベント
無回答 19

381

4444来年来年来年来年もまたもまたもまたもまた出出出出たいとたいとたいとたいと思思思思いますかいますかいますかいますか

ぜひ出たい 213
まだわからない 63 ●ＪＫＦＡ ＫＤＩに出演された方のワークショップを開催してほしい。
出たいとは思わない 2
無回答 103

381

5555....今年今年今年今年のののの出演者出演者出演者出演者プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント（（（（DVDDVDDVDDVD））））についてどうについてどうについてどうについてどう思思思思いますかいますかいますかいますか ■■■■アンケートアンケートアンケートアンケートにおにおにおにお答答答答ええええ頂頂頂頂いたいたいたいた方方方方はははは

たいへん満足している 166 出演者 125
満足しいている 95 保護者 125
まあまあ満足している 15 その他 51
まだよくわからない 44 無回答 80
無回答 61 総　数 381

381総　数

総　数

総　数 ●小さい子どもも出れるようなイベントがほしい。

●低価格の講習会

●肩こり予防体操

総　数

総　数

●ＳＰＯＲＴＥＣ2012のような所でおどりたい。（2名）

●年に1回の発表会を楽しみにしています。

無回答
2%

たいへんよ
かった
66%

よかった
31%

あまりよくな
かった

0%

ふつう
1%

ふつう
3%

あまりよく
なかった

0%

よかった
29%

たいへんよ
かった

65%

無回答
3%

ふつう
5%

あまり
よくな
かった

1%

よかった
31%

たいへん
よかった

58%

無回答
5%

ぜひ出た
い
55%

無回答
27%

出たいと
は

思わない
1%

まだわか
らない
17%

まあまあ
満足して

いる
4%

あまりよ
くなかっ

た
1%

満足して
いる
25%

たいへん
満足して

いる
43%

無回答
16%

実施報告　４．アンケート集計結果①



実 施 報 告 4444．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果②②②②

おおおお気気気気づきのづきのづきのづきの点点点点やごやごやごやご意見意見意見意見などなどなどなど

◆スタッフの方がとても気がつく方でした。ありがとう。
◆お疲れ様でした。大変ありがとうございます。一生
懸命取り組む事の大切さ、様々伝わってきます。娘が
更に成長できるきっかけとなるでしょう。
◆ゆりーとがかわいかった。
◆初めての参加でバタバタしている間に終わってしま
いませんが、とても楽しい時間を過ごすことができまし
た。ありがとうございました。
◆またパシフィコにでたい。
◆ぜんぶよかったです。
◆昨年からパンフレットを前もっていただけなくて前
もってもらえたほうが色々計画がたてれて助かります。
◆先生方の姿に胸が熱くなりました。
◆とても楽しい1日でした。
◆皆一生懸命練習してがんばっていました。又、見に
来たいです。
◆孫がみどり先生ＣＬＵＢに喜んで通っています。先
生のきめ細やかな心配りに感謝しています。
◆100点
◆チケット購入者リストを受付に用意した方がよいと
思います。
◆とても楽しく拝見できました！
◆出演料金が高いし、ＤＶＤは自分達のたけ出演して
いるのだから子供は他のチームのも見たいと思って
いた。残念です。もう少し考えてほしいです。
◆協会スタッフ、ボランティアの皆様いつもお世話に
なってます。毎年準備等ありがとうございます。
◆いつも楽しい会をありがとうございます。招待チケッ
トうれしかったです。
◆今年もたのしく見学しました。
◆じゅうぶんありません。
◆楽しかったので良かったと思います。
◆とても楽しくおどれましたぁ☆
◆楽しかったです。（4名）

◆わくわく抽選会で自分で引きたいです
（前みたいに）
◆もっと楽しい発表会にするためクイズをもっと出して
ほしいです。
◆スタッフがおもしろくて楽しかったです！また出れた
ら出たいです。
◆ゲストしか出ない人でもしょうめいをつけてほしい！
◆初めて息子が（小1）が出演しました。とても楽しい1
日を過ごせました。皆がんばっていて
たいへんよかったです。
◆特にない（4名）
◆自然と笑顔になる
◆来年も出たいと思いました！とても楽しかったです。
◆もう少しだけ出演の間をあけてほしい。
◆呼び出しの人の対応がよかった！
◆いつも見たいチームの順番がわからなくて困ってい
たのですが、今日は番号がスクリーンにあったのでと
ても良かったです。
◆年に1度こんな大きな会場でやって頂ける事に感謝
しています。
◆初心者でもバッチリ覚えられるようなワークショップ
◆司会の方がとても元気でよかったです。
◆エンディングまで楽しませていただきました。スタッ
フの皆様大変おつかれさまでした。ありがとうござい
ました。
◆暗いときは真っ暗にしたほうがいいと思う。
◆まだまだこの先もこういうことを続けてほしいです。
◆会場の出入口で今行なっているダンスのＮｏをおし
えてもらえて、とても嬉しかったです。
◆ずっとこういうイベントを続けてほしいです。
◆みんなのダンスがすごかった。
◆今日1日ありがとうございました。日々の指導に感
謝申し上げます。今後もよろしくお願いします。
◆とてもよかったです。

◆きょうはたのしくえがおでおどれてうれしかったです。
◆きょうはいっしょうけんめいおどって、ものすごくた
のしかったです。
◆毎年、楽しい時間を有難うございます。関係者の
方々のご健康をお祈りしています。
◆プレゼント（ＤＶＤ）で入場料が高くなっていること！
（3名）
◆初めて参加しました。楽しかったです。
◆今年は「キティ」ちゃんが出てきましたが、来年はサ
ンリオの他のキャラにも来てほしい。
◆プログラムに休憩箇所を書いて頂けたら、お昼を食
べる時間にできると思います。実は急いで食べて入っ
たら休憩タイムになってしまい急ぐ必要なかったのに
と思いました。
◆すごく楽しかったです。
◆応募用紙を記入するボールペンを貸し出して下さ
い。
◆会場のとき警備員さんが並んでいる順番が不公平
になるような入れ方をしていたのが残念でした。入口
が2つあるので仕方がないのでしょうか。
◆ガンバレ
◆お疲れ様でした。
◆特に子供達のダンスが活き活きとしていて見ていて
元気をもらった気がしました。
◆すごく楽しかったです。
◆会場が明るくてよかった。


