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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。

２０１０年３月２８日（日）、一般社団法人日本こどもフィットネス協会主催の“こどもフィット＆ダンス フェスティバル第１３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１０５９名の出演者を含む約２８００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、本発表会内では一般社団法人設立記念式典を同時に開催致しました。
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２０１０年３月２８日（日）、一般社団法人日本こどもフィットネス協会主催の“こどもフィット＆ダンス フェスティバル第１３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１０５９名の出演者を含む約２８００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、本発表会内では一般社団法人設立記念式典を同時に開催致しました。

この式典の中ではこれまで日本こどもフィットネス協会の歴史と共に歩み、組織発展のためにご尽力を頂きました

協会先生方に感謝の意を表し最優秀指導者賞・優秀指導者賞の表彰式を行いました。

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ような発表会になるよう、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通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。

本イベントは、近日中に協会ホームページ(http://www.kidbics.com)に掲載致します。

２０１０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

イベントディレクター 石野直己



実　施　報　告実　施　報　告実　施　報　告実　施　報　告
１．概要１．概要１．概要１．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１３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　テレビ神奈川　「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

協賛・協力： 月刊フィットネスジャーナル　学研　東京リゾート＆スポーツ専門学校　東京リゾート&スポーツ専門学校千葉校
横浜リゾート＆スポーツ専門学校　横浜こども専門学校　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　トロップス株式会社AVIA　　
株式会社スターワークス　株式会社ギムニク　日本ミルクコミュニティ株式会社ＭＥＧＭＩＬＫ　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　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MWM　株式会社フォトクリエイト　
株式会社ハートフィールド・アソシエイツ　　　　　（順不同・敬称略）

開催日： ２０１０年３月２８日（日） 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：１０５９名　総来場者数：約２８００名　出演チーム：１２６チーム

パウロ＆カイヤン/R-Splash（A Happy New Year Partyフリースタイル部門第１位）
izumix・２組（A Happy New Year Partyキッドビクス・キティちゃん部門第１位）/HOOP KING
SEDteam2010キッドビクス/SEDteam2010ヒップホップ

◆第１部（親子）６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）２１チーム
◆第４部（MEGAフィットネス）９チーム
◆アワードタイム　　◆一般社団法人設立記念式典
◆第５部（ヒップホップ）５０チーム
◆エンディング

キッドビクスインストラクターズ
※一般社団法人設立記念式典内ではこれまでご尽力下さった先生方を表彰させて頂きました。
ご参列：最優秀指導者賞受賞者（２７名）・優秀指導者賞受賞者（２６名）

顧問・アドバイザー・ディレクター（２４名　内１２名は受賞者と重複）

◆オープニング

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



２－①．発表会のようす２－①．発表会のようす２－①．発表会のようす２－①．発表会のようす
 
 
 

パシフィコ横浜 国立大ホール

会場会場会場会場 受付受付受付受付

抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布
★早寝早起き朝ごはんキャラクター人気投票★

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

１位 はやねちゃん 4,400個

２位 よふかしおに 3,840個

クリスチャンモロージャパン ＭＷＭブース

パシフィコ横浜 国立大ホール

“みなとみらい１丁目１番地遊び横丁”“みなとみらい１丁目１番地遊び横丁”“みなとみらい１丁目１番地遊び横丁”“みなとみらい１丁目１番地遊び横丁” 出展ブース出展ブース出展ブース出展ブース

会場会場会場会場 受付受付受付受付

抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布抽選会・エコキャップ回収コーナー・お水配布

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

★早寝早起き朝ごはんキャラクター人気投票★

エコ大使 渡辺めりいさん

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。

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

エコキャップ回収コーナー ＆カナディアンクリスタ配布

（NPO法人エコキャップ推進協会様ご協賛商品）

ご来場者の皆様のご協力で15,240個のキャップが集まりました！

１位 はやねちゃん 4,400個

２位 よふかしおに 3,840個

３位 はやおきくん 3,000個

５位 みそしるちゃん 2,000個



２－②．発表会のようす２－②．発表会のようす２－②．発表会のようす２－②．発表会のようす

キッドビクス修了証授与式

ゲスト出演者の皆様ゲスト出演者の皆様ゲスト出演者の皆様ゲスト出演者の皆様

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

親子キッドビクス大賞 綱島です。

パウロ＆カイヤン

日本こどもフィットネス協会

名誉顧問 高橋 賢一

ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶

R-Splash izumix・２組 HOOP KING
SEDteam2010キッドビクス

SEDteam2010ヒップホップ

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

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

ゲスト出演者の皆様ゲスト出演者の皆様ゲスト出演者の皆様ゲスト出演者の皆様

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

日本こどもフィットネス協会

協会会長 渡辺 みどり

親子キッドビクス大賞 綱島です。

一般社団法人設立記念式典一般社団法人設立記念式典一般社団法人設立記念式典一般社団法人設立記念式典

パウロ＆カイヤン

最優秀指導者・優秀指導者 表彰

総代 最優秀指導者賞 正木香都子

日本こどもフィットネス協会

名誉顧問 高橋 賢一

ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶

謝辞 稲垣笑子

R-Splash izumix・２組 HOOP KING
SEDteam2010キッドビクス

SEDteam2010ヒップホップ

衆議院議員

小泉 進次郎氏

出演者プレゼント出演者プレゼント出演者プレゼント出演者プレゼント

トートバック

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



３．こどもフィット＆ダンスフェスティバル　第１３回新春の会　　ダンスDEクイズ賞＆川柳賞３．こどもフィット＆ダンスフェスティバル　第１３回新春の会　　ダンスDEクイズ賞＆川柳賞３．こどもフィット＆ダンスフェスティバル　第１３回新春の会　　ダンスDEクイズ賞＆川柳賞３．こどもフィット＆ダンスフェスティバル　第１３回新春の会　　ダンスDEクイズ賞＆川柳賞

◆ダンスDEクイズ当選者
トランポビクス賞　トランポリン 松岡 美柚 神奈川県横須賀市
トランポビクス賞　トランポリン 今野 佑哉 埼玉県所沢市
トランポビクス賞　トランポリン 柳沢 夏織里 東京都大田区
和田商店賞 明宝ハム&ケチャップ 前田 永美子 東京都江戸川区
和田商店賞 明宝ハム&ケチャップ 鈴木 桜子 東京都江戸川区
和田商店賞 明宝ハム&ケチャップ 高橋　節子 横浜市旭区
和田商店賞 明宝ハム&ケチャップ 小林 日向子 東京都大田区
和田商店賞 明宝ハム&ケチャップ 小川 怜奈 神奈川県横須賀市

◆川柳賞　（優秀作品）
ダンスの輪 親子の笑顔 全国に！ 白井 純子 東京都江戸川区 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
会場の テンション上げ上げ 小泉さん！大見 育子 東京都江戸川区 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
発表会 みんなに感謝 ありがとう 村上 祐理 神奈川県三浦郡 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
楽しいな 今日もダンスで ボケ防止 山本 美恵子 東京都大田区 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

　　当選者は日本こどもフィットネス協会ホームページにて発表させていただきます。　　当選者は日本こどもフィットネス協会ホームページにて発表させていただきます。　　当選者は日本こどもフィットネス協会ホームページにて発表させていただきます。　　当選者は日本こどもフィットネス協会ホームページにて発表させていただきます。

楽しいな 今日もダンスで ボケ防止 山本 美恵子 東京都大田区 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
毎年の わが子の成長 楽しみだ 涌嶋 幸恵 東京都大田区 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

◆川柳賞（佳作）
ほっとして きのうのつらさも どこへやら丸井 明美 神奈川県川崎市 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
ダンスとね いっしょに大きく なったよね田中 美智恵 東京都清瀬市 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
先生に 感謝感激 これからも！ 古屋 直子 東京都大田区 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
パシフィコへ 家族で見たい 発表会♪ 細谷 みゆき 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
発表会 テンションあがるよ ジジババも 矢野 陽菜 埼玉県所沢市 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ
ダンスなら 人と人とが つながれる 山本 潮音 東京都大田区 おもちゃの店青い鳥賞 おもちゃ券
ダンスして 心も体も ポッカポカ 近藤 彩夏 東京都大田区 おもちゃの店青い鳥賞 おもちゃ券
つながるよ みんなのえ顔 ピッカピカ 近藤 桃花 東京都大田区 おもちゃの店青い鳥賞 おもちゃ券
客席も 知らず知らずに リズムとり♪ 藤田 菜月 千葉県浦安市 おもちゃの店青い鳥賞 おもちゃ券
笑顔の輪 こどももおとなも フィットネス 藤田 一恵 千葉県浦安市 おもちゃの店青い鳥賞 おもちゃ券



４－①．アンケート集計結果４－①．アンケート集計結果４－①．アンケート集計結果４－①．アンケート集計結果

アンケート回収数　　５２４

●発表会の内容はいかがでしたか？
1 274 52%
2 208 40%
3 26 5%
4 0 0%
5 16 3%

524 100%

●会場についていかがでしたか？
1 273 53%
2 183 35%
3 44 8%

無回答

たいへんよい

ふつう

たいへんよい
よかった
ふつう
あまりよくない

よかった たいへん

よかった

ふつう

9%

あまりよくない

0%

無回答

4%

会場についてはいかがでしたでしょうか？会場についてはいかがでしたでしょうか？会場についてはいかがでしたでしょうか？会場についてはいかがでしたでしょうか？

たいへん

よかった

52%

よかった

40%

ふつう

5%

あまりよくない

0%

無回答

3%

発表会内容はいかがでしたでしょうか？発表会内容はいかがでしたでしょうか？発表会内容はいかがでしたでしょうか？発表会内容はいかがでしたでしょうか？

たいへんよかった よかった ふつう あまりよくない 無回答

3 44 8%
4 2 0%
5 22 4%

524 100%

●出演料についてはいかがでしたか？
1 78 15%
2 160 31%
3 195 36%
4 61 12%
5 30 6%

524 100%

ふつう
あまりよくない

たいへんよい

あまりよくない
無回答

よかった

無回答

ふつう
たいへん

よかった

53%

よかった

35%

ふつう

9%

あまりよくない

0%

無回答

4%

会場についてはいかがでしたでしょうか？会場についてはいかがでしたでしょうか？会場についてはいかがでしたでしょうか？会場についてはいかがでしたでしょうか？

たいへんよかった よかった ふつう あまりよくない 無回答

たいへん

よかった

52%

よかった

40%

ふつう

5%

あまりよくない

0%

無回答

3%

発表会内容はいかがでしたでしょうか？発表会内容はいかがでしたでしょうか？発表会内容はいかがでしたでしょうか？発表会内容はいかがでしたでしょうか？

たいへんよかった よかった ふつう あまりよくない 無回答

たいへんよかった

15%

よかっ

た

30%
ふつう

37%

あまりよくない

12%

無回答

6%

出演料についてはいかがでしたでしょうか？出演料についてはいかがでしたでしょうか？出演料についてはいかがでしたでしょうか？出演料についてはいかがでしたでしょうか？

たいへんよかった よかった ふつう あまりよくない 無回答



４－②．アンケート集計結果４－②．アンケート集計結果４－②．アンケート集計結果４－②．アンケート集計結果

●スタッフの対応はどうでしたか？
1 225 43%
2 204 39%
3 77 15%
4 2 0%
5 16 3%

524 100%

●来年もまた出たいと思いますか？
1 325 62%
2 119 23%

ぜひ出たい
まだわからない

よかった
ふつう
あまりよくない
無回答

たいへんよい

ぜひ出たい

62%

出たいと思わない

1%

無回答

14%
来年もまた出たいと思いますか？来年もまた出たいと思いますか？来年もまた出たいと思いますか？来年もまた出たいと思いますか？

（出演者の方へのアンケート）（出演者の方へのアンケート）（出演者の方へのアンケート）（出演者の方へのアンケート）

たいへん

よかった

43%

よかった

39%

ふつう

15%

あまりよくない

0%
無回答

3%

スタッフの対応はどうでしたか？スタッフの対応はどうでしたか？スタッフの対応はどうでしたか？スタッフの対応はどうでしたか？

たいへんよかった よかった ふつう あまりよくない 無回答

2 119 23%
3 5 1%
4 75 14%

524 100%

●今年の出演者プレゼントについて
 　どう思いますか？ （複数回答可）

1 128 24%
2 213 41%
3 125 24%
4 0 0%
5 58 11%

524 100%
無回答

まだわからない

出たいと思わない

たいへん満足している

満足している
まあまあ満足している

満足していない

無回答

ぜひ出たい

62%

まだわからない

23%

出たいと思わない

1%

無回答

14%
来年もまた出たいと思いますか？来年もまた出たいと思いますか？来年もまた出たいと思いますか？来年もまた出たいと思いますか？

（出演者の方へのアンケート）（出演者の方へのアンケート）（出演者の方へのアンケート）（出演者の方へのアンケート）

ぜひ出たい まだわからない 出たいと思わない 無回答

たいへん

よかった

43%

よかった

39%

ふつう

15%

あまりよくない

0%
無回答

3%

スタッフの対応はどうでしたか？スタッフの対応はどうでしたか？スタッフの対応はどうでしたか？スタッフの対応はどうでしたか？

たいへんよかった よかった ふつう あまりよくない 無回答

たいへん

満足している

24%

満足している

41%

まあまあ

満足している

24%

満足して

いない

0%

無回答

11%

今年の出演者プレゼントについては今年の出演者プレゼントについては今年の出演者プレゼントについては今年の出演者プレゼントについては

どう思いますか？（複数回答可）どう思いますか？（複数回答可）どう思いますか？（複数回答可）どう思いますか？（複数回答可）

たいへん満足している 満足している

まあまあ満足している 満足していない

無回答
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・ すごく楽しかったです。（９）

・ とても良かったです。

・ とても楽しい時間がすごせました。

・ とても楽しい発表会でした。

・ 良かった。グレードアップした。

・ 是非、来年も参加したいです。

・ 良かった。グレードアップした。

・ 是非、来年も参加したいです。

・ また来年も来たいです。スタッフの皆さんが緊張をほぐしてくれ

たのでとても安心してできました。ありがとうございました。

・ また絶対来たい。

・ 感動しました。

・ 子供と楽しい時間を過ごすことができました。

・ みんなのダンスがすごく迫力があった。

・ 今年もとても思い出に残りました。

・ みんなのおどりがすごかった。

・ また出たい！

・ スタッフの方がニコニコしていたので、こっちもニコニコして踊れました。

・ ダンスを踊る前、誘導の人が優しく教えてくれたのですごく良く分かりました。

・ スタッフの人がとても楽しくて良かった。

・ スタッフの皆さんがとても優しく応じてくれたので良かったです。

・ スタッフの人たちの対応がとても良かった。

・ スタッフ学生さん、後半お疲れが顔に出てほおが落ちきっていました。頑張れ。

・ スタッフの方々がとても優しくて成功させることができた。

・ スタッフに名前を間違えられた。

・ スタッフが居なかったりするのがあったので徹底してほしいです。

・ ブースの商品をできればその日に購入、持ち帰りたいので、

次回から宜しくお願い致します。

・ 光がまぶしい。

・ 時間が正確に運んで感心します。

・ センターにライトがあってよかった。

・ トイレが遠くて不便だった。

・ 小泉さんが来た！！（イケメン）

・ 会場が暑かったです。

・ すごく楽しかったです。（９）

・ とても良かったです。

・ とても楽しい時間がすごせました。

・ とても楽しい発表会でした。

・ 良かった。グレードアップした。

・ 是非、来年も参加したいです。

・ 良かった。グレードアップした。

・ 是非、来年も参加したいです。

・ また来年も来たいです。スタッフの皆さんが緊張をほぐしてくれ

たのでとても安心してできました。ありがとうございました。

・ また絶対来たい。

・ 感動しました。

・ 子供と楽しい時間を過ごすことができました。

・ みんなのダンスがすごく迫力があった。

・ 今年もとても思い出に残りました。

・ みんなのおどりがすごかった。

・ また出たい！

・ みどり先生がかわいかった。

・ ちょーたのしかった。

・ すごくたのしくてべんきょうできました。

・ とても楽しい６年間でした。

・ 去年よりみんなすごく上手だった。

・ 毎年レベルがアップしているようで楽しみです。

・ 初めてやったけどすごく楽しかった。

・ いつも楽しみにこの日を迎えます。今年も最高でした。

・ 緊張したけど踊りは１００点満点です。

・ 子供が遊べるイベントがあって良かったです。

・ 今年で姪が修了証を頂きました。他会場はゆっくり観ることが

難しい場合が多く、パシフィコでの開催を毎年、母と楽しみに

していました。どうもありがとうございました。

・ 初めての大舞台でのダンス、娘のイキイキした姿が見られて

・ スタッフの方がニコニコしていたので、こっちもニコニコして踊れました。

・ ダンスを踊る前、誘導の人が優しく教えてくれたのですごく良く分かりました。

・ スタッフの人がとても楽しくて良かった。

・ スタッフの皆さんがとても優しく応じてくれたので良かったです。

・ スタッフの人たちの対応がとても良かった。

・ スタッフ学生さん、後半お疲れが顔に出てほおが落ちきっていました。頑張れ。

・ スタッフの方々がとても優しくて成功させることができた。

・ スタッフに名前を間違えられた。

・ スタッフが居なかったりするのがあったので徹底してほしいです。

・ ブースの商品をできればその日に購入、持ち帰りたいので、

次回から宜しくお願い致します。

・ 光がまぶしい。

・ 時間が正確に運んで感心します。

・ センターにライトがあってよかった。

・ トイレが遠くて不便だった。

・ 小泉さんが来た！！（イケメン）

・ 会場が暑かったです。

・ ゲームやくじもあり、無料で水を配っていたので良かったです。

・ ゆうちゃん会いたい。

・ 小さい子がエスカレーターで遊んでいて危ないと思いました。

・ センターにライトが当たっていたので分かりやすかった。

・ 今年の動物クイズは悩みました。良かったです。

・ 岡野ゆうすけ君、カッコいい。

・ 練習・飲食スペースが曖昧かつ不足していた。

・ 朝、開場前、並んでいて警備員さんが整列を呼びかけても皆動かない。

・ 下でハンカチ落とし遊びで遊んで楽しかった。

・ 会場内で一般の人で写真を撮っている人や、飲食をしている人が居て・・・

・ 最後の先生達のダンスが良かった。

・ イベントをもっとふやしてほしい。

・ 音が大きくてわかりやすい。画面が大きい。

・ 演技中の移動不可を徹底して欲しい。



４－④．アンケート集計結果４－④．アンケート集計結果４－④．アンケート集計結果４－④．アンケート集計結果

・ 岡野ゆうちゃん会いたーい！（ダンスうまっ）

・ 楽しかったです。客席に衣装のまま入って来ていた子供が

舞台を見ていないのが気になりました。

・ １，２，３位だけでなく４，５，６，７位までつくっていいと思う。

・ 朝の並びの横入りがひどい。

・ 110、126に出てきた動物（クイズ）がわかりにくい・・・。

・ 岡野友輔さん、ダンスうまかったです。

・ 田中和幸さんがとてもよかった。岡野友輔さんが彼女を募集していた。

・ 踊った後ライトが暗くなってみえなくなった。

・ クイズが難しい。

・ クイズの問題の意味がよくわからず出遅れました。

・ 出演者プレゼントがＴシャツなら更に良いです。

・ プレゼントのにおいがきつくて臭かったです。（７）

・ バックは去年ももらったので他のにして下さい。（３）

・ プレゼント可愛い、使える。（２）

・ 牛乳嫌い！

・ チケットの抽選のプレゼントをもっと増やすといい。

・ 岡野ゆうちゃん会いたーい！（ダンスうまっ）

・ 楽しかったです。客席に衣装のまま入って来ていた子供が

舞台を見ていないのが気になりました。

・ １，２，３位だけでなく４，５，６，７位までつくっていいと思う。

・ 朝の並びの横入りがひどい。

・ 110、126に出てきた動物（クイズ）がわかりにくい・・・。

・ 岡野友輔さん、ダンスうまかったです。

・ 田中和幸さんがとてもよかった。岡野友輔さんが彼女を募集していた。

・ 踊った後ライトが暗くなってみえなくなった。

・ クイズが難しい。

・ クイズの問題の意味がよくわからず出遅れました。

・ 出演者プレゼントがＴシャツなら更に良いです。

・ プレゼントのにおいがきつくて臭かったです。（７）

・ バックは去年ももらったので他のにして下さい。（３）

・ プレゼント可愛い、使える。（２）

・ 牛乳嫌い！

・ チケットの抽選のプレゼントをもっと増やすといい。

・ 抽選会のスタッフが少なく、待ち時間が長かった。行列ができていた。

・ 抽選会が行列が出来ていて時間がかかった。

・ もっとプレゼントを増やして欲しい。

・ 抽選は入場券に通し番号をつけて行なって欲しかった。

・ 抽選ができなかった。（４）

・ 抽選会が途中で商品がなくなったからと中止になっていて、残念でした。

・ プレゼントはいらないので出演料を安くして欲しい。２曲目からは

出演料を安くして欲しい。とにかく安くしてください。お願いします。

・ チケットをもう少し安くしてください。（３）

・ 部別に分けてチケット販売して、会場をコンパクトにしてもいいの

ではないか。チケット代をおさえるよう。（会場代がかかりすぎ）

・ 出演団体が多いので時間的に難しいとは思いますが演技タイムが

短いのが少し残念ですね。

・ 会場が大きすぎ、もっと少し小さくしたらチケットも安くなるのではないか。

・ もっと踊りたいので出演料を安くしてください。


