
平成３０年６月１日 

 

団 体 長 殿               

                                   宮城県バトン協会 

                            理事長  植木 史子 

                                       

                      

  宮城県特別講習会 ～特別講師によるワークショップ～ のご案内  
 

時下、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。宮城県バトン協会に対

しまして、日頃よりご理解とご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

 さて、今年度も『宮城県特別講習会 特別講師によるワークショップ』を開催することとなりまし

た。 

 この講習会は、バトン講師、プロのバレエ講師、プロのダンサーによる技術講習会です。 

宮城県のバトンメンバーの技術向上、及びマーチング動作にも生かすことが出来るバレエやダンスの

レッスンを通して、団体相互の交流もはかることができる講習会とします。 

 つきましては、今回の開催に際しまして、貴団体の指導者並びに児童生徒の皆さんの参加にご高配

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．期 日  平成３０年 ７月２２日（日） 

 

２．会 場  富谷スポーツセンター 

  住所 〒981-3305 富谷市一ノ関臑合山6-8 

   TEL  ０２２-３５８-５４００ 

 

３．主 催  宮城県バトン協会 

        宮城県マーチングバンド・バトントワーリング連盟 

 

４．後  援  富谷市教育委員会 

 

５．協  賛  有限会社アイケー 

 

６．講 師  加藤 まい 先生（ＢＡＬＬＥＴ ＡＲＴＳ主宰） 

（氏名順敬称略）   西垣 直美 先生（大越多美子バトンスタジオ） 

 町田 理恵 先生（テーマパークプロダンサー） 

吉田 有希 先生（プロバトントワラー／サムライロックオーケストラ出演） 

 

７．そ の 他  受講申込書・受講料・日程等の詳しいことは基本実施要項をご覧ください。 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

宮城県バトン協会 

 宮城県特別講習会 特別講師によるワークショップ

担当 村上 摩里 

     〒981-3363 富谷市杜乃橋１丁目１－５ 

     TEL・FAX ０２２－３４６－８３１２ 

       

 



１ 名　　称 宮城県特別講習会～特別講師によるワークショップ～

２ 主　　催 宮城県バトン協会
宮城県マーチングバンド・バトントワーリング連盟

３ 後　　援 富谷市教育委員会

４ 協　　賛 有限会社アイケー

５ 趣　　旨 バトン講師・プロのバレエ講師・プロのダンサーによる技術講習会。
宮城県のバトンメンバーの技術の向上、及びマーチング動作に生かすことが出来る
バレエのレッスンを通して、団体相互の交流も図ることが出来る講習会とする。

６ 日　　時 ２０１８年７月２２日（日）
　 　９：００ 受付

　９：１５ 開講式
　９：３０ 講習開始
１６：１５ 閉講式

７ 会　　場 富谷スポーツセンター
　　 住所　 宮城県富谷市一ノ関臑合山６－８

TEL ０２２－３５８－５４００

８ 講習内容 別紙をご確認ください。

９ 受講対象 バトントワーリング経験者・マーチングバンド経験者。
バトントワーリングやマーチングバンドは未経験でも、興味・関心のある方。
（バレエやダンスが未経験でも受講できます）

10 講　　師 加藤　まい （ＢＡＬＬＥＴ　ＡＲＴＳ主宰）
西垣　直美 （大越多美子バトンスタジオ）
町田　理恵 （プロテーマパークダンサー）
吉田　有希 （プロバトントワラー／サムライロックオーケストラ出演）

11 受 講 料 １レッスン ２,０００円
（１名） ２レッスン ３,０００円

３レッスン ３,７５０円
４レッスン ４,０００円

12 持 ち 物 上履き（バトンシューズ・マーチングシューズ・幼稚園や学校の上履きなど）　　
外靴入れ　　汗ふきタオル　　水分補給用飲料　　服装（動きやすいもの）　　
バトン（持っている人）　　必要に応じて昼食
※ ご自分のバトンが無い方にはお貸しします。申込書に記入してください。
※ 紛失防止のために、持ち物に団体名・氏名を記入するようにお願いします。

13 申込み・受講料の納入について
バトンやマーチングバンドに所属している方は、団体毎に申込みをしてください。
団体に所属していない方は個人の申込書を使用してください。
① 【申込みメール・問い合わせメール送信先】

受講申込みの際は、お送りしたＣＤにあるExcel形式の参加申込書［１］
参加申込書［２］に必要事項を入力して、
下記アドレスにメールの添付ファイルでお送りください。
　ファイル名の頭に団体名を必ず入れてください。
アドレス fics_m@amber.plala.or.jp
問い合わせも上記アドレスにメールでお願いします。

② 【参加申込書［１］・［２］の提出】
参加申込書［１］に職印（個人での申込みの場合は保護者印）を押印の上、
参加申込書［２］と一緒に講習会当日受付に提出してください。

③ 【受講料納入指定口座】
七十七銀行　宮町支店　普通５５１７１４１

宮城県バトン協会　事務局長　鈴木美智代
※ 手数料は各団体・個人でご負担願います。

振り込みいただいた銀行の利用明細書を領収書に代えます。
※ 納入された受講料は、返金いたしませんのでご了承ください。

14 申込み・受講料振り込み締め切り ２０１８年６月２９日（金）必着

15 お 願 い ① 講習中のビデオ撮影・写真撮影は出来ません。
② 受講に際し、各団体や個人でスポーツ安全保険等の加入をお願いします。

宮城県特別講習会　～特別講師によるワークショップ～

基本実施要項

時間は予定です。
申込みをされた方には集合時間など
あらためてお知らせします。

（氏名順敬称略）

mailto:fics_m@amber.plala.or.jp


８　講習内容 （申込み人数によって内容の変更あり）

※ 【未就学・バトン未経験・初心者】 バレエ① → バトン① → ダンス⑥

【小学１年～３年、入門・初級程度】ダンス② → バトン② → バレエ⑦ → バトン⑤

【選手権経験者・選手権を目指す人】ダンス④ → バレエ⑤ → バトン④ → バトン⑥

【マーチングカラーガード】バレエ③ → ダンス⑥

ダンス④ → バレエ⑤

バレエ① ダンス② バレエ③

１４：４５～１５：４５

やさしいバレエ 楽しくダンス

役に立つバレエ ジャズダンス

コアトレーニング 表現力を高めよう

選手権出場を目指す人

曲で踊る（発表）曲で踊る（発表）

年齢制限なし 年齢制限なし

１３：３０～１４：３０ １４：４５～１５：４５

コンテスト中級

上級程度

バトン① バトン②

年齢制限なし 年齢制限なし

コンタクトマテリアル コンタクトマテリアル

選手権出場を目指す人

選手権経験者コンテスト中級

上級程度

１０：１５～１１：１５時間

内容

学年
未就学児
未経験者

小学１年から
３年程度

ロール・エーリアル ロール・エーリアル

曲で踊る（発表） 曲で踊る（発表）

　コンテスト
　　　入門程度

　コンテスト
　　　初級程度

１１：３０～１２：３０

曲で踊る（発表）曲で踊る（発表）

バ
レ
エ
・
ダ
ン
ス

曲で踊る（発表）

ロール・エーリアル

未就学・未経験～
　　小学３年程度

年齢制限なし 年齢制限なし
未就学・未経験～
　　小学３年程度

未就学
未経験者

曲で踊る（発表）

ダンス⑥

ロール・エーリアル

バ
ト
ン

年齢制限なし

コンタクトマテリアル コンタクトマテリアル

バトン③ バトン④

未就学児
小学１年から
３年程度

選手権経験者

ダンス⑧ダンス④ バレエ⑤ バレエ⑦

バトン⑦バトン⑤ バトン⑥

コンテスト
　　　入門程度

コンテスト
　　　初級程度

年齢制限なし

バトン⑧

１３：３０～１４：３０

時間

やさしいバレエ 楽しくダンス

役に立つバレエ

コアトレーニング

１０：１５～１１：１５ １１：３０～１２：３０

受
講
例

ジャズダンス

表現力を高めよう

未就学
未経験者

内容

学年


