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１．趣 旨 

 

一般社団法人カダーレ文化芸術振興会主催事業として「カダーレ ダンス フェスティバル 2022」を開催いたします。 

過去 4回、ダンスフェスティバルを実施し、多方面からたくさんの反響をいただきました。コロナ禍により、一昨年は中止、

昨年は規模縮小とはなりましたが、当フェスティバルを開催することに多くの応援の声をいただき、皆様からご支持をいただ

いているものと感じております。 

今回もワークショップ、ストリートダンスコンテストを実施。ワークショップは、前回好評だった中高年向けのクラスを継

続して提供します。運動したくてもきっかけがなく、運動不足になりがちなの方でも、気軽に楽しく身体を動かすことが出来

ます。また、経験者向けのクラスを複数提供し、日頃とは異なる講師から新しい視点でのレッスンを受ける機会を提供します。 

コンテストは副賞として、上位大会への推薦枠を確保。レベルの向上を図るために日々努力している子供たちへ、さらなる

飛躍の機会を用意いたします。 

ダンスフェスティバルとしてご満足いただけるよう、ワークショップ、ストリートダンスコンテストの充実を図り、初心者

も経験者も楽しんでいただける内容としております。ご来場された皆様が、当地域により親しめる、またダンスに触れたこと

のない方がお立ち寄りいただいても気軽に楽しめるよう、館全体で当事業を盛り上げてまいります。 

当フェスティバルを継続して開催することで、幅広い世代のコミュニケーションの場、発表の場、競い合う場、地域文化・

ストリート文化に触れる機会を提供し、地域の元気創出に繋げていきたいと考えております。 

 

２．名 称  カダーレ ダンス フェスティバル ２０２２ 

 

３．期 日  ２０２２年６月２５日（土）・６月２６日（日） 

 

４．会 場  由利本荘市文化交流館「カダーレ」 〒015-0076 由利本荘市東町１５番地 

 

５．主 催  一般社団法人カダーレ文化芸術振興会  

  ＡＡＢ秋田朝日放送 

 

６．後 援  由利本荘市、由利本荘市教育委員会、ＡＫＴ秋田テレビ、ＡＢＳ秋田放送、ＦＭ秋田、秋田魁新報社 

 

７．協 力  カダーレダンスフェスティバル実行委員会 

 

８．概 要  

ワークショップは４クラスを予定しています。講師に本市でダンススクールを開講し、インストラクターとして指導してい

るwata
ワ タ

さん、iko
イ コ

さん、本市出身のプロダンサーMystikal
ミスティカル

 Waxx
ワックス

（MaRi
マ リ

さん、IGA
イ ガ

さん）、コンテストでの入賞実績も多く、振り

付け等多彩な活動をしているPInO
ピ ノ

さん、SHINICHI
シ ン イ チ

さんを迎え、楽しく身体を動かす方法、踊るための身体づくり、表現するた

めの技術をご教授していただきます。 

 

コンテストにおいては、キッズ(小学４年生以下)部門、キッズ・ジュニア部門（小学５年生～中学生）、高校・一般部門の３

部門といたします。部門ごとにグランプリを選出し、ほかジャッジ賞等を予定しております。審査員は、ワークショップの講

師を務めていただく IGAさん、MaRiさん、PInOさん、SHINICHIさん、LL Music代表で LLダンスコンテストを主催している

しづにゃんさん、秋田県出身で第 1 回目のコンテストから参加しているKO
コー

-TANG
タ ン

さんに依頼し、多様な視点から審査していた

だきます。本コンテストは LL ダンスコンテストの秋田予選を兼ねており、各部門上位 2 組には決勝大会への参加権が与えら

れます。 

多くの団体の皆様にご参加いただき、地域の元気に繋がるイベントにしたいと考えております。 
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日頃よりダンスを通して地域の元気を創出されている皆様のご参加、及び周知のご協力をお願い申し上げます。 

※審査員、ゲストのプロフィールは別紙をご参照ください。 

 

９．感染症対策 

 新型コロナウイルス感染拡大予防対策として、下記の取り組みを行います。 

⚫ 会場入場のための行列は、適切な距離を確保します。 

⚫ 座席は全席指定とし、ご来場のお客様の連絡先をお伺いします。 

⚫ 入場時に検温を行います。 

⚫ スタッフは全員、マスク等の感染予防対策をしたうえでお客様をお迎えします。 

⚫ お客様の出入りが多い場所に、手指の消毒液を設置します。 

⚫ ホール内およびロビーについては、常に換気を行っています。 

⚫ 開演中、お客様が多く触れる部分についてはアルコール消毒液等により、定期的に消毒を行います。 

⚫ 終演後、ゲストへの質問時間は設けません。 

⚫ 出演者の控室を指定し、密を避ける定員で使用します。 

 

（１）ダンス・ワークショップ 

開催日 2022年 6月 25日（土） 

 

① Girls Hip Hopクラス（初心者・経験者） 

・時間：13：00～14：30 

・会場：ギャラリー  

・講師：IGA＆MaRi（Mystikal Waxx） 

・対象：一般 年齢制限なし 男性の参加も可。  

・定員：20名 

・受講料：3,000円 

・内容：IGA＆MaRiによる、Hip Hop、Jazz、Reggaeの要素が混ざったスタイル。 

表現の幅を広げる事にも繋がる魅せ方、身体の使い方も伝授します。 

 

② Houseクラス（経験者） 

・時間：15：00～16：30 

・会場：ギャラリー  

・講師：PInO  

・対象：一般 年齢制限なし  

・定員：20名 

・受講料：3,000円 

・内容：数々の世界大会で優勝している PInOがトップレベルの Houseを指導。前半はヨガを取り入れたダンサーに

特化したメソッドでの体作りも教えます。 

  

③ HipHopクラス（経験者） 

・時間：17：00～18：30 

・会場：ギャラリー  

・講師：SHINICHI  

・対象：一般 年齢制限なし  
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・定員：20名 

・受講料：3,000円 

・内容：倖田來未、宇多田ヒカル、安室奈美恵など著名なアーティストのバックダンサーを務め、様々なバトルで

も優勝、伝説のチーム Butter(バター)としても活躍中の SHINICHI。トップレベルの HipHopを指導します。 

 

①～③のうち 2クラス受講：5,000円 3クラス受講：6,000円 

 

【特別編】大人 未経験者向けダンス 

・時間：13：00～13：50 

・会場：市民活動室 

・講師：wata、iko 

・対象：一般 40歳以上・男女不問 

・定員：20名 

・受講料：500円 

・内容：HipHop の曲に合わせて、皆なで楽しくカッコよく踊りましょう！ 

リズムに合わせて体を動かす事の楽しさを感じてもらえるよう、1から丁寧に進めて行きます。  

 

受付期間  2022年 5月 1日（日）～ ※各クラス定員に達し次第終了 

申し込み方法  

・参加申込書提出、または専用フォームにてインターネット申込 

申込書をカダーレ事務局に置いています。また、ホームページよりダウンロードできます。 

直接申し込み：カダーレ事務局にご持参ください。 

FAX：0184-22-3376 送信後、確認の電話をしてください。 

郵送先：〒015-0076 秋田県由利本荘市東町 15  

カダーレ文化芸術振興会 カダーレダンスフェスティバル受付 宛 

E-mail：dance@kadare.net 

電話：0184-22-2500 仮予約となりますので、後日、上記のいずれかの方法で応募を確定してください。 

専用フォーム：後日案内 

・郵送、E-mail でお申し込みされた方は、2、3 日中にこちらから受付した確認のご連絡を致します。こちらからの連絡が

ない場合はお手数ですがカダーレまでご連絡ください。 

 

注意事項 

・動きやすい服装、スニーカーなどの靴、タオルなど各自ご用意ください。 

・未成年者が参加する場合は保護者の同意書が必要です。 

・申し込み状況によりワークショップの内容が変更になる場合があります。 

 

（２）ダンス・コンテスト 

開催日時 2022年 6月 26日(日) 開場 12：45 開演 13：30 

 

会場：大ホール 

司会進行：椎名恵、松本アンダーグラウンド  

対象：未就学児・小・中学生・高校生・一般（募集数合計 30チーム程度） 

① キッズ部門（未就学児から小学校 4年生まで） 2名～10名程度のチーム 

mailto:dance@kadare.net


4 

 

② キッズ・ジュニア部門(小学校 5年生から中学生まで) 2名～10名程度のチーム 

③ 高校・一般部門 2名～10名程度のチーム 

エントリー費：1名につき 1,000円 

 

受付期間  2022年 4月 15日(金)～5月 25日(水)必着 ※定員に達し次第終了 

 

エントリー方法 

・エントリーシート/出場者リストをカダーレ事務局に置いています。またホームページよりダウンロードできます。 

・提出方法は、直接ご持参いただくか、郵送、FAX、E-mailでも受け付けます。 

・音源の提出は CD-R ファイル形式は WAV形式でお願いします。（他のファイル形式の場合の再生は保証しません） 

・使用する音源は 5月 25日(水)までにカダーレ事務局必着で、郵送またはご持参ください。 

・FAX、郵送、E-mailでお申し込みされた方は 2、3日中にこちらから受付した確認のご連絡をします。こちらからの連絡が

ない場合はお手数ですが、カダーレまでご連絡ください。 

エントリー要項 

・チームを変えての重複応募はできません。 

 ・高校生以下の出場者は必ず保護者の同意を得てください。 

 ・作品、衣装は自由ですが、公序良俗に反する作品は失格とします。 

 ・エントリーシートの不備、虚偽記載などがあった場合は無効とします。 

 ・エントリー書類は返却しません。 

 ・経費（衣装、音源、郵送代、交通費等）は出場者の負担となります。 

 ・大会の演技時間は、2分以上、5分以内とします。（出入り時間を含む） 

 ・小道具を利用する場合、演技時間内で設置～撤去が可能なものとします。（床面を損傷、汚さないもの） 

審査基準・表彰 

 ・各部門とも、審査委員がチームワーク、表情やエンターテインメント性など、作品としての総合力に鑑み 100点満点で採

点し、審査委員の合計点数で順位を決定します。 

 ・グランプリ・準グランプリのほか、特別賞としてジャッジ賞等を予定しております。 

 ・各部門とも、上位入賞チームは LLダンスコンテスト決勝大会への出場権を獲得します。 

 

大会当日の注意事項 

・エントリーされた方は、当日 10時までに受付を終了してください。 

・貴重品の管理は各自で行い、万が一、盗難、紛失などの被害が出ても主催者は責任を負いません。 

・全員が 18歳未満の出場チームについては、必ず成人の引率者が付き添ってください。※１チーム１名 

・会場及び周辺の迷惑になる場所、共有スペースでの練習は禁止します。 

・主催者の許可なく撮影することは厳禁とします。 

・予備音源をご持参ください。 

・上演中の事故、ミス等が起きた場合は、主催者の判断により下記のように扱います。 

① 主催者側の不手際で音響などのトラブルの場合、原則として出演順を最後として再演となります。 

② 出場者側でのミスなどでは再演は認められません。 

 

その他 

主催者が撮影した画像・動画等は、「カダーレ ダンス フェスティバル」の宣伝素材に使用することがあります。 

 

駐車場案内 ※下記の地図またはカダーレホームページをご参照ください。 
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カダーレ ダンス フェスティバルに関するお問い合わせ 

  カダーレ事務局[TEL] 0184-22-2500 [E-mail] dance@kadare.net [HP] http://kadare.net  

mailto:dance@kadare.net
mailto:dance@kadare.net

