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御御御御　　　　　　　　礼礼礼礼

　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。

　２０１２年３月３１日（土）に開催の　“こどもフィット＆ダンス フェスティバル第１５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。

　昨年は、東日本大震災の余震が続くなか　断腸の思いで開催を見送り、皆様には多大なご迷惑をお
かけ致しましたが、こうして２年ぶりに皆様の笑顔と元気に再会することができ、感慨もひとしおでござ
います。
　
　当日は春の嵐にもかかわらず、８６３名の出演者を含む約２５００名の方々のご来場をいただき、
素晴らしい発表会を迎えることができました。
　ステージで輝く子ども達を支える　先生とご家族の温かい　“愛情”　を感じることができました。
　MEGAフィットネス部門では、大家族がみんなで協力し合うような　ほほえましい姿に感動致しました。
　マリンロビーでは、横浜こども専門学校の学生による　“みなとみらい１丁目１番地遊び横丁”　を設置
し、紙芝居や折り紙など　懐かしい昔遊びをテーマとした遊びに目を輝かせて　“遊び”　を楽しむ子ど
も達の光景に元気をもらいました。
　また、東京リゾート＆スポーツ専門学校、横浜リゾート＆スポーツ専門学校の学生達が　スタッフとし
て、また出演者として参加し、ハツラツと実習する姿には希望を感じました。

　今後も微力ながら前進し、皆様の心に　大切な思い出として残る発表会になるよう、
また　いつまでも続く発表会となるよう努力して参ります。
　簡単ではございますが以下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。

　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。

２０１２年４月吉日
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



実実実実　　　　施施施施　　　　報報報報　　　　告告告告
１１１１．．．．概要概要概要概要
イベント名： こどもフィット＆ダンスフェスティバル　第１５回新春の会
主催： 一般社団法人日本こどもフィットネス協会

後援： 神奈川県教育委員会　　　横浜市教育委員会　　　(財)健康・体力づくり事業財団　　　（社）日本フィットネス協会
（社）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

協賛・協力： 雪印メグミルク株式会社　　　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
横浜こども専門学校　　　東京リゾート＆スポーツ専門学校千葉校　　　月刊ジャパンフィットネス
学研　　　株式会社サンリオエンターテイメント　　　チャコット株式会社　　　株式会社LAD　
株式会社中央軒煎餅　　　和田商店　　　株式会社おもちゃの店青い鳥　　　ベンゼネラル株式会社AVIA
株式会社スターワークス　　　株式会社ギムニク　　　有限会社カーソン　　　有限会社フィットベル
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　　　株式会社サンハーズ
クリスチャンモロージャパン　　　日本フープダンス協会　　　日本トランポビクス協会
株式会社フォトクリエイト　　　株式会社ムーヴメント　　　サンテプラス株式会社
株式会社ウェザーコーポレーション　　　NPO法人日本トイレ研究所　　　exfit TV
株式会社アノマリー　　　月刊NEXT　　　株式会社MWM 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

開催日： ２０１２年３月３１日（土） １０：４５～１７：３０
開催場所： パシフィコ横浜　国立大ホール
出演者： 出演者：８６３名　総来場者数：約２５００名　出演チーム：１２６チーム

エアロビクスアスリートチーム「ジムナ」河野さゆり / Peaceful♥smile 鳥巣愛佳
Crystal（FAMILY PARTY 2012inサンリオピューロランド　キティちゃん部門第１位）
R&M（FAMILY PARTY 2012inサンリオピューロランド　フリースタイル部門第１位）
SEDteam2012キッドビクス/SEDteam2012ヒップホップ

◆第１部（親子）５チーム　◆第２部（ダンス・アクティビティ）３１チーム　◆第３部（エアロビクス・競技）１６チーム
◆第４部（MEGAフィットネス）１２チーム
◆震災復興応援プログラム with FINE ワンダフルピコレットプニプニッ（♪うんちっちのうた♪ダンスコンテスト グランプリ）

                           Hoopking＆Queen/東海大学チアリーディング部FINE

◆アワードタイム  ◆第５、６部（ヒップホップ）５０チーム
◆エンディング 横浜リゾート＆スポーツ専門学校/東京リゾート＆スポーツ専門学校/キッドビクスインストラクターズ

◆オープニング



２２２２－－－－①①①①．．．．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
 
 
 

ウェザーコーポレーション/  AVIA 　/クリスチャンモロージャパン/ MWM

　パシフィコ横浜　国立大ホール

““““みなとみらいみなとみらいみなとみらいみなとみらい１１１１丁目丁目丁目丁目１１１１番地遊番地遊番地遊番地遊びびびび横丁横丁横丁横丁”””” 出展出展出展出展ブースブースブースブース

会場会場会場会場 受付受付受付受付

抽選会抽選会抽選会抽選会・・・・義援金活動義援金活動義援金活動義援金活動・・・・メグミルクメグミルクメグミルクメグミルク配布配布配布配布

横浜こども専門学校実習生による
アクティビティコーナー

フィット＆ダンス　わくわく抽選会

写真提供：オールスポーツコミュニティ　http://allsports.jp/

メグミルク配布義援金活動

チャリティーコーナーの
売上げの一部は
ユニセフに寄付しました。

皆様より頂いた
義援金10490円は
日本赤十字社に
寄付しました。

震災復興応援元気チャージコーナー
チアダンス体験



２２２２－－－－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

キッドビクス修了証授与式

キッドビクスインストラクターズ

ゲストゲストゲストゲスト出演者出演者出演者出演者のののの皆様皆様皆様皆様

エンディングエンディングエンディングエンディング

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

協会会長
渡辺　みどり

ベストインストラクターベストインストラクターベストインストラクターベストインストラクター

河野 さゆり

協会名誉顧問
高橋　賢一

ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

　2011稲垣　笑子　  2012 鈴木 洋美

鳥巣 愛佳         Crystal　　　　　　                   　　　R&M SEDteam2012キッドビクスSEDteam2012ヒップホップ

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

　　　トートバッグ

写真提供：オールスポーツコミュニティ　http://allsports.jp/

親子キッドビクス大賞　　  FF リトルJAM

ゲストゲストゲストゲスト出演者出演者出演者出演者のののの皆様皆様皆様皆様

ワンダフルピコレットプニプニッ Hoopking&Queen 東海大学
チアリーディング部 FINE

衆議院議員
小泉 進次郎氏



３３３３．．．．こどもこどもこどもこどもフィットフィットフィットフィット＆＆＆＆ダンスフェスティバルダンスフェスティバルダンスフェスティバルダンスフェスティバル　　　　第第第第１５１５１５１５回新春回新春回新春回新春のののの会会会会　　　　　　　　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

　ステージで　笑顔がステキな　子どもたち 石川　知子 東京都大田区 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　10年目　継続こそが　ダンスの力 市之瀬　愛美 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　春嵐　きずなふかまる　新春の会 小沢　昭二 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　発表会　いつきてみても　素晴らしい 佐藤　佐智子 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　”ありがとう”　ダンスの力に　涙する 中村　いづみ 千葉県　茂原市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　荷物持ち　かけずり廻って　マネージャー 東津　珠恵 神奈川県横須賀市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　大嵐　春のダンスで　大あばれ 真船　知世 東京都大田区 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　フィットネス　年をとっても　続けたい 諸星　えり子 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　じいちゃんも　ばあちゃんだって　のりのりさ♪横田　万奈 神奈川県横須賀市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　パシフィコの　幕の大きさ　想像以上。 渡辺　陽子 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
　だれよりも　うちの子どもが　ナンバー1！ 石田　恵也 東京都大田区 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
　動きだす　未来へつなぐ　笑顔だね 佐藤　彩桜 神奈川県川崎市 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
　子どもたち　キラキラ元気　パパトシだ 城ヶ﨑　健史 東京都世田谷区 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
　一年に　一度のこの日　みんな幸せ 荘司　桃香 東京都東村山市 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
　フェスティバル　震災復興　明るい未来 森田　朋子 埼玉県所沢市 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
　今までの　ダンスの成果　見せてやる！!☆☆ 伊東　璃香 東京都大田区 サンリオピューロランド賞（Tシャツ）
　パシフィコで　えがおと元気　ひさいちへ 小川　友貴 神奈川県藤沢市 サンリオピューロランド賞（Tシャツ）

（敬称略　順不同）



4.アンケート集計結果①

たいへんよかった 155
よかった 88
ふつう 13
あまりよくない 1
回答なし 7

総数 264

たいへんよかった 138
よかった 99
ふつう 19
あまりよくない 0
回答なし 8

総数 264

たいへんよかった 58
よかった 53
ふつう 120
あまりよくない 11
回答なし 22

総数 264

1.発表会内容はいかがだったでしょうか？

2.会場についてはいかがだったでしょうか？

1

3.出演料についてはいかがだったでしょうか？

1

たいへんよ
かった
59%

回答なし
3%

ふつう
5%

あまりよく
ない
0%

よかった
33%

たいへんよ
かった
52%

よかった
38%

回答なし
3%

ふつう
7%

あまりよく
ない
0%

たいへんよ
かった
22%

よかった
20%ふつう

46%

回答なし
8%

あまりよく
ない
4%



たいへんよかった 107
よかった 94
ふつう 47
あまりよくない 5
回答なし 11

総数 264

ぜひ出たい 162
まだわからない 43
出たいとは思わない 1
回答なし 58

総数 264

たいへん満足している 62
満足している 91
まあまあ満足している 69
回答なし 42

総数 264

4.スタッフの対応はどうでしたか？

5.来年もまたでたいと思いますか？
（出演者へのアンケート）

6.今年の出演者プレゼントについて
どう思いますか？

回答なし
4%

たいへんよ
かった
40%

あまりよく
ない
2%

ふつう
18%

よかった
36%

ぜひ出た
い
62%

回答なし
22%

出たいとは
思わない
0%

まだわから
ない
16%

まあまあ満
足している
26%

回答なし
16%

たいへん満
足している
23%

満足してい
る
35%



４． アンケート集計結果②  お気づきの点やご意見など 

 

◆2曲目出場割引とかあったらうれしい！！ 

◆Big が小さい（バッグが小さい か？） 

◆ありがとうございました。（×２） 

◆ありがとうございます。今年も新春の会で元気い

っぱい楽しくおどれてサイコーでした。 

◆ありがとうございます。今年もすごく楽しかった

です。 

◆大きなスクリーンがあってスゴイ！！ 

◆おきゃくさんがたくさんいて、びっくりしたけ

ど、たのしかったです！ 

◆音がうるさい 

◆おどるって楽しい 

◆同じチームの出番が 10 番以内だったのがたいへ

んでした。プログラムを作るのはたいへんだと思い

ますが、コウリョに入れてくれると助かります。 

◆親子ともども楽しみました！！ 

◆会場でケータイを操作したり、ゲームをしている

人がいて残念。 

◆会場内でおりがみなどのサービスがとてもよか

ったです 

◆会場の外に出たい人がいるのにドアをむりやり

しめようとしているスタッフがいて、あぶないと思

った。 

◆客席出入口の対応がまちまちでわかりづらかっ

たので、来年はもう少しわかりやすいようにお願い

します。 

◆曲の途中で入場できないように係の方がドアに

ついていて良かった。 

◆今年は曲の途中の出入りに規制があって良かっ

た。 

◆子供達のイキイキした姿が印象的でした。 

◆最高～！ 

◆最後の活動になりましたが最高でした。 

◆時間が長すぎます。小さい子供の多いチームは短

い時間に終了 配慮が必要と思います。 

◆出演者の写真が違うチームがあったのでとても

残念でした。 

◆スクリーンに出てくるのがよかった。楽しかった

です。 

◆すごくステージがおどりやすかった。とおくから

でも見やすいようにモニターが（大きい）ついてい

いてとってもみやすい。 

◆すごく楽しかった（ ×２） 

◆すごく楽しかったので、もっともっと人が笑顔に

なるようなダンスを踊りたい！！ 

◆すごく楽し～。またしんしゅんの会でたいです。

サイコー 

◆スタッフがきちんとしていて質問したらすぐに

対応してくれてすごくよかったです！！ 

◆スタッフ各関係者の皆様おつかれ様でした。あり

がとうございました。 

◆ステージがとても広い 

◆ステージが広すぎ？ 

◆ステージも広く良かったです！ 

◆たいへんよかった 

◆楽しかった（×３） 

◆楽しかったです。ありがとうございました（×２） 

◆たのしかったです。おもしろかった。 

◆楽しく見させて頂きました。ありがとうございま

した。 

◆小さな子がたいくつしないように 体験のスペ

ースがあり、たすかりました。 

◆ちゅう選とかもあって遊べてたのしかったです。 

◆トイレがきれい。ステージが広い。とにかくきれ

い 

◆とっても楽しかった！！来年も宜しくおねがい

します！！ 

◆とってもたのしくおどれました。 

◆とても楽しかったです。 

◆とてもよかったです。 

◆とにかく広くて口から心臓でそうだった・・・（笑） 

◆扉の開閉(出入)が狭くて、着替えに間に合わなく

なりそうでした。他の参加者も観覧したいし・・・ 

◆扉の開閉で出る人と入る人の2ヶ所場所を作った

方がスムーズに出入りができると思う。子供の笑顔

がとてもすてきでした。 

◆長く客席にいると音量が大きくて頭痛がしまし

た。 

◆バッグのなかになにか入れてほしい(出えんﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾄ) 

◆発表会にでたのは初めてなのできんちょうしま

した。でも、しっぱいをしないで、じょうずにでき

ました。 

◆パンフレットの写真が違うチームがあり、残念に

思いました。 

◆プログラムの最後の方にでるとダンス DE クイズ

ができなくさみしいです。 

◆またいっぱいダンスをおぼえて新春の会にでた

いです。 

◆また来年も新春にでたいです！！あと、ダンスも

たくさんおぼえたいと思います！！ 

◆無許可でビデオ撮影している人がいました。警備

強化を！！ 

◆もう少し小さい会場でも・・・ 

◆来年も来て楽しくみんなと踊りたい！！ 

◆（要旨）流行のダンス歌謡曲の振りの真似は面白

くない。会場前の順番待ちに大人数の「割り込み」

あり。不公平を正すためにオペレーションを改善し

てほしい。 

◆ロビー等にもアナウンスをしてほしい。 

 


