
特例民法法人日本バレエ協会

平成21年度

事 業 計 画 書

自　平成21年4月 1日

至　平成22年3月31日



期　　日　： 平成２１年７月1８日（土）　

会　　場　： 新国立劇場・中劇場

演　　目　：

　北海道支部 　白鳥の湖・第２幕

　関東支部 　ウエスタンゲート

　東京地区 　ＰＲＯＵＤ　～ 彼女達の誇り ～

　東京地区 　祭りの一日　（コッペリア第３幕より）

　中部支部 　パリの喜び

　四国支部 　（作品未定）

チーフ・プロデューサー　：　早川惠美子

入場料金　： \6,000

期　　日　： 平成21年8月1２日（水）　 参加申込確認/開会式、「予選（1）・ｱﾝｼｴﾇﾏﾝの審査」

　　　　　　8月1３日（木） 「予選（Ⅱ）・課題曲Aの審査」

　　　　　　8月1４日（金）　 「予選（Ⅲ）・創作の審査」

　　　　　　8月1５日（土）　　 「準決勝・課題曲Bの審査」

　　　　　　8月１６日（日）　　　「決勝・課題曲（A又はB）の審査、及び創作の審査」「表彰式」

会　　場　： メルパルクホール （東京）

助　　成　：   財団法人出光文化福祉財団

協　　賛　：　日本興亜損害保険株式会社、チャコット株式会社、東京イエロー・キャブ株式会社

制作担当：岸辺光代　　　組織委員：金田和洋、児玉克洋、高木俊徳、早川惠美子、法村牧緒、山本教子

入場料金　： 予選Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＝￥2,500　　準決勝＝￥2,500　　決勝＝￥3,500

※ 尚、本年度より従来の「東京地区予選」を「全国予選」に改め、非会員生徒への門戸をより開放し、更に公益性の

　　高い名実共に我が国最高峰の“開かれた”コンクールを目ざすものとする。

　振付：高部尚子

　振付：坂本登喜彦

　改定振付：堀登

収支予算書 P. 22参照

ｂ） ～若いダンサーのための～　第２０回全日本バレエ・コンクール
　　　平成２1年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

後　　援　：　東京都・ＮＨＫ・東京新聞・（社）国際演劇協会＜I.T.I ／UNESCO 日本ｾ
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a） 第33回全国合同バレエの夕べ
　　　平成２1年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

収支予算書 P. 20参照

　振付：ワレリー・コフトン

　（未定）

参加支部名 作　品　名 振付者等

　改定振付：桝谷博子

（１）バレエに関する公演、講習会、研究会等の開催及び援助
＜定款第五条第１項に定める事業＞



期　　日　： 平成２１年１１月１３日（金）・１４日（土）

会　　場　： メルパルクホール (東京）

演　　目　： ※ 作品公募、及び推薦により振付家３人を選出

　　マシモ・アクリ、矢上恵子、左右木健一出品による創作３作品の上演

協　　賛　： チャコット株式会社

入場料金　： Ｓ＝￥6,000　　Ａ＝￥5,000　　Ｂ＝￥4,000

講  　師　： シャルラ・ゲン　（バレエ・マンハッタン芸術監督、ジュリアード音楽院、リンカーン・センター教師）

ヨランド・ストラウド　（元ドイツ・モンシェングラバッハ・オペラ・バレエ劇場バレエ主任）

※ 平成２２年１月開催予定／開催希望支部を巡回

期　　日　： 平成２２年１月２９日（金）

会　　場　： ゆうぽうとホール　（東京）

演　　目　： 「パキータ」「卒業舞踏会」、及び金田あゆ子振付による創作作品の上演

協　　賛　： チャコット株式会社

指揮・オーケストラ　：　（未定）

入場料金　： Ａ＝￥8,000　　Ｂ＝￥7,000　　Ｃ＝￥6,000

収支予算書 P. 25参照

収支予算書 P. 26参照

チーフ・プロデューサー　：　髙木　俊徳

チーフ・プロデューサー　：　篠原聖一

d） 2009年度 著名外国人講師による　ウインター・コース （冬季講習会）
　　　平成２1年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

　　　ＣＰＲＡ著作隣接権センター助成

収支予算書 P. 23参照

c） 第４8回バレエ・フェスティバル
　　　平成２1年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

チーフ・プロデューサー　：　金田和洋

e） 第２１回ＪＢＡヤング・バレエ・フェスティバル
　　　平成２１年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業
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期　　日　： 平成２１年８月４日～８月９日

会　　場　： 志賀高原・ホテル一乃瀬

講  　師　： ヨランド・ストラウド　　（クラシック・バレエ実技担当 : 元独モンシェングラバッハ劇場バレエ主任）

岡本佳奈子 （キャラクター・ダンス担当）

橋浦　勇 （座学担当）

インストラクター　：　河上　正子、竹内　祥世、荒井千絵

チーフ・プロデューサー　：　由井カナコ

※　本年夏より参加スクールを募集

期　　日　： 平成２１年１２月２６日（土）２７日（日）

会　　場　： ゆうぽうとホール　（東京）

入場料金　： \2,500

期　　日　： 平成２２年３月26日（金）～29日（月）の期間、２回乃至３回公演予定

会　　場　： 東京文化会館・大ホール

演　　目　： 「ジゼル」全幕 （予定）

チーフ・プロデューサー　：　高田止戈

入場料金　： Ｓ＝\10,000   Ａ＝\8,000   Ｂ＝\6,000   Ｃ＝\4,000   Ｄ＝\2,000

収支予算書

h） 2009都民芸術フェスティバル参加公演　

収支予算書 P. 28参照

P. 21参照

収支予算書 P.24参照

g） 2009年度 第３９回冬季定期公演　こどもバレエ・クリスマス

　　　財団法人東京都歴史文化財団助成
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f） 2009年度 第２８回サマー・コース （夏季講習会）

チーフ・プロデューサー ：　早川惠美子



開催日並びに開催場所　：

１０月１日（木） 於：東京都 檜原村立檜原小学校

１０月２日（金） 於：山梨県 山梨県立やまびこ支援学校

１０月５日（月） 於：東京都 太田区立大森第五小学校

１０月６日（火） 於：東京都 品川区立三木小学校

１０月７日（水） 於：千葉県 柏市立田中北小学校

１０月８日（木） 於：千葉県 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷小学校

１０月９日（金） 於：千葉県 千葉市立生浜東小学校

チーフ・プロデューサー　：　岡本佳津子

※　文化庁の委託業務として、全日本舞踊連合との共同作業

※　インターネット・ホームページ上に入力ウインドを設け、主宰者自身による入力で諸情報をアップ、

　　　又は追加、変更が出来る様にする事で、最新情報の入手を図る。

該当アドレス　：　http://www.j-b-a.or.jp/schoolinfo_top.html

※　平成2１年度文化庁新進芸術家在外研修員候補者推薦団体として適切な人員を推薦。

※　マレーシア・インターナショナル・ダンス・フェスティバルへの会員舞踊家の派遣（12月：検討中）

（４）バレエに関する海外との交流
＜定款第五条第４項に定める事業＞

i） 本物の舞台芸術体験事業・学校公演
　　　文化庁／社団法人日本芸能実演家団体協議会請負事業　　共催：開催地地方自治体及び教育委員会

ｎ） 海外バレエ・コンクールへの審査員派遣等

　　　平成21年度文化庁芸術活動基盤充実事業
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m） 文化庁新進芸術家在外研修員候補の推薦

（３）バレエに関する専門家の育成
＜定款第五条第３項に定める事業＞

l） 全国バレエ団、バレエ研修所の実態、及び所在の把握

k） 「舞踊年鑑」の編集　　　

収支予算書 P. 27参照

（２）バレエに関する調査研究及び資料収集
＜定款第五条第２項に定める事業＞



会報第２４号／２５号／２６号　（平成21年7月、１１月・平成22年２月　：　年３回発行）

編集担当 ： 吉安　治子、児玉　克洋

（ア）　「服部智恵子賞（第2６回）」による優秀舞踊家顕彰

　　　　 平成22年３月３日選考会議　　　審査員　：　（未定）

a）  インターネット・ホーム・ページによる定款、役員氏名・構成、事業内容等の公開。

b）  インターネット・ホーム・ページによるバレエ作品、専門用語、人物、海外コンクール情報などの紹介。

該当アドレス　：　http://www.j-b-a.or.jp/

※　スクール主宰者からの申請によって発行

今期は以下の外部主催事業の後援を予定。

（１）　第６６回全国舞踊コンクール

主　　催 : 東京新聞

期　　間 : 平成２１年３月～４月
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o） 日本バレエ協会会報の発行

（６）その他の事業

P. 17、18参照

（５）会報の発行
＜定款第五条第６項に定める事業＞

＜定款第五条第５項に定める事業＞

ｐ） 顕彰事業

q） インターネット・ホームぺージによる協会事業の公開

r） インターネット・ホームぺージによるバレエ関連情報の発信

s） 会員に対する福利厚生関連業務の実施

t） バレエ修業認定証の発行事業

u） 外部主催のバレエ関連事業に対する後援

収支予算書



会　　場 ：  めぐろパーシモン・ホール　（東京都）

※　日本バレエ協会より入賞者に賞状、及びトロフィーを贈る。

（２）　第２２回こうべ全国洋舞コンクール

主　　催： こうべ全国洋舞コンクール実行委員会

共　　催： 兵庫県・神戸市・神戸市民文化振興財団・兵庫県洋舞家協会・神戸新聞社

神戸新聞文化財団・ひょうご芸術文化センター

後　　援： （社）日本ﾊﾞﾚｴ協会関西支部・（社）現代舞踊協会・ｻﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ・ﾗｼﾞｵ関西

NHK神戸放送局

期　　間 : 平成２１年５月

会　　場 ： 神戸新聞松方ホール

（３）　第４２回埼玉全国舞踊コンクール

主　　催 ： 埼玉県舞踊協会

協　　賛 ：  さいたま市文化振興事業団

後　　援 ：  （社）日本バレエ協会、（社）現代舞踊協会、埼玉県、埼玉県議会、埼玉県教育委員会 他

期    間 ： 平成２１年7月22日～29日

会    場 ： さいたま文化センター

（４）　ナタリア・M・ドゥジンスカヤ記念　　OSAKA PRIX 第１１回クラッシックバレエ・コンクール

主    催 ：　 産経新聞社・産経新聞開発株式会社

後    援 ： 在大阪ロシア連邦総領事館、大阪府、同教育委員会、大阪市、同教育委員会

 (財）大阪21世紀協会、夕刊フジ、フジサンケイ・ビジネス・アイ

関西テレビ放送、ラジオ大阪、サンケイスポーツ、

（社）日本バレエ協会、（社）日本バレエ協会関西支部

特別協賛 チャコット㈱

期    間 ： 平成２２年２月20日・21日／３月30日・31日

協　　賛　：　 　㈱美々卯、㈲アイデアルアート

協　　力　：　（社）日本バレエ協会関西支部

※　日本バレエ協会より入賞者に賞状、及びトロフィーを贈る。

会員の主催する公演、生徒発表会への舞台装置貸し出し事業

収支予算書 P. 17、18参照

（７）収益事業
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w） バレエ衣裳のレンタル事業

x） バレエ舞台装置のレンタル事業

収支計算書 P. 17、18参照



（ア）　定例理事会

特記事項

平成21年 ６月  15日

７月  13日

８月  10日

９月  14日

１０月 　 5日

１１月 16日

１２月 　7日

平成22年 １月  日 日未定

２月  日 〃

３月  日 〃

　　　　　　　　　　　　　　〃

（8）会　議　等

開　　催　　日 場　　　　　所

　日本バレエ協会本部事務所会議室（東京都品川区）

　　　　　　　　　　　　　　〃
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　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　〃



(イ） 北海道支部

【自主事業】

①　第７回北海道バレエコンクール　 於：千歳市民文化センター・大ホール

期　日　： 平成２1年４月３日～５日

審査員：薄井憲二、岡本佳津子、遠藤展弘、漆原宏樹、篠原聖一、石川みはる、久富淑子

児童予選審査員：金澤美智子、真下教子、小泉のり子、智田敏子、伊藤謙一、藤井桂子、村田聖志

②　平成２１年度夏期講習会 於：金澤バレエ石狩スタジオ

期　間　： 平成21年７月２９日～８月２日

講　師　：　 　ヨランド・ストラウド

担　当　： 金澤美智子

③第２６回ジュニア・バレエ・ファンタジー　　　　　 於：札幌市民ホール

期　日　：

担　当　： 小泉のり子

【本部主催事業参加】

④　第３３回全国合同バレエの夕べ　　　

期　日　： 平成２１年７月1８日（土）　 於：新国立劇場・中劇場

「白鳥の湖・第２幕」

改定振付：桝谷博子　　　バレエ・ミストレス：藤井桂子

【会議等】

平成2１年度北海道支部総会 21年5月16日（土） 於：札幌後楽園ホテル

平成21年度運営委員会開催日　＜未定＞

第１回 2１年5月16日（土） 於：札幌後楽園ホテル

＜以降未定＞

(ロ） 東　北　支　部

【自主事業】

①　第23回東北支部バレエ・コンクール 於：仙台青年文化センター

期　日　： 平成21年3月31日・4月１日

【会議等】

平成21年度東北支部総会 2１年４月９日（木）　 於：ホテルメトロポリタン盛岡

平成21年度運営委員会開催日　＜未定＞

(ハ） 関　東　支　部

【支部自主事業】

平成21年10月12日

（注）第20回全日本バレエ・コンクールへの参加は特に支部事業として記載しない。

支部に於ける事業計画
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①　第７回「バレエ・コンクール ＩＮ 横浜」 於：横浜市市民文化会館 関内ホール

期　日　： 平成２１年　５月２日（土）３日（日・祝）・４日（月・祝）・５日（火・祝）

内　容　： ５月２日（土）　…　コンテンポラリー部門（予選・決選）

　　　　　　　　　　　クラシック部門シニア・ジュニア１　（予選）

５月３日（日・祝）・４日（月・祝）　…　クラシック部門ジュニア２・ジュニア３ （予選）

５月５日（火・祝）　…　クラシック全部門（決選）

【各県自主事業】

茨城地区

②　「The １４th Ballet Assessment in いばらき」 於：水戸市民会館

期　日　： 平成21年12月26日（土）・12月27日（日）

対　象　： 児童の部、ジュニア・シニアの部

ゲストアドバイザー ： 高木俊徳、新井雅子、執行伸宜、大畠律子　

栃木地区

③　「Préparations　とちぎ　２０１０」 於：栃木県教育会館大ホール

期　日　： 平成22年１月10日（日）

アドバイザー　：　＜未定＞

④　栃木地区講習会　＜詳細未定＞

群馬地区

⑤　群馬地区講習会 於：室賀バレエスタジオ

期　日　： 平成2１年秋季予定

講　師　： ＜未定＞

埼玉ブロック

⑥　「第2２回バレエファンタジー・ブロック結成30周年記念公演」 於：川口総合文化センター・リリア

期　日　： 平成21年9月13日（日）

内　容　： 「眠れる森の美女・全幕」　　演出・再振付：橋浦勇

⑦　埼玉ブロック講演会

期　日　： 期日 ： 平成2１年12月予定

⑧　埼玉ブロック講習会

期　日　： 期日 ： 平成22年２月予定

千葉地区

⑨　千葉地区第20回合同公演「Ballet Collection in 千葉」

期　日　： 平成21年11月29日（日） 於：千葉県文化会館・大ホール

内　容　： 合同作品「バヤデール　～影の王国～」　　振付：本間苑子

他、各スタジオ出品作品

⑩　千葉地区講習会

期　日　： 平成21年８月25日（火）・26日（水） 於：浦安バレエアカデミー
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講　師　： セルゲイ・サボチェンコ

神奈川ブロック

⑪　Ballet Art KANAGAWA 2009　第７回「サマー･バレエコンサート」 於：神奈川県立青少年センターホール

期　日　： 平成21年6月28日（日）

内　容　： 昼の部＝「奇妙な店」　演出・構成・振付：浅見捷二　　再振付：本田世津子

　　　　　　他、スタジオ参加作品

夜の部＝「ドン・キホーテより　　夢の場～第３幕」　　　演出・再振付：樽井裕典

　　　　　　他、スタジオ参加作品

⑫　Ballet Art KANAGAWA 2010 「第27回神奈川ブロック自主公演」 於：神奈川県民ホール

期　日　： 平成22年1月17日（日）

内　容　： 「くるみ割り人形・全幕」　　　　演出・再振付：　丸岡浩

⑬　神奈川ブロック講習会　＜詳細未定＞

⑭　会報　「赤レンガ」の発行　　４７号

【本部主催事業参加】

⑮　第３３回全国合同バレエの夕べ　　　

期　日　： 平成２１年７月1８日（土）　 於：新国立劇場・中劇場

「ウエスタンゲート」

振　　付：　髙部尚子　　　　　バレエ・ミストレス：　橋本久美子

上記に纏わるオーディション：平成21年3月29日（日）　13：00～14：30　　　　於：髙田バレエスタジオ

【会議等】

平成21年度関東支部総会 21年5月18日（月）　　 於：東京文化会館・中会議室２

平成21年度各県総会開催日

茨城地区 21年4月14日（金） 於：水戸市民会館（309会議室）

栃木地区 21年4月17日（金） 於：宇都宮市中央生涯学習センター（303学習室）

群馬地区 21年4月12日（日）　於：群馬県民会館（502会議室）

埼玉ブロック 21年4月29日（水・祝）　於：埼玉会館（3B会議室）

千葉地区 21年4月30日（木）　於：船橋市中央公民館（第9会議室）

神奈川ブロック 21年4月29日（水・祝）　於：鶴見会館（第一会議室）

(ニ） 甲 信 越 支 部

【本部主催事業参加】

①　2009年度サマー・コース （夏季講習会）

期　日　： 平成21年8月4日～8月9日 於：志賀高原・ホテル一乃瀬

講　師　： ヨランド・ストラウド　他

②　第39回冬季定期公演 こどもバレエ・クリスマス

期　日　： 平成２１年１２月２６日（金）２７日（土） 於：ゆうぽうとホール（東京）

【会議等】

平成2１年度甲信越支部総会 2１年４月20日（月） 於：ベルクラシック甲府
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(ホ） 中　部　支　部

【支部自主事業】

①　第３３回中第３３回中部バレエフェスティバル 於：中京大学文化市民会館プルニエホール

期　日　： 平成22年２月24日（水）

【本部主催事業参加】

②　第3３回全第3３回全国合同バレエの夕べ　　　

期　日　： 平成２１年７月1８日（金） 於：新国立劇場・中劇場

「パリの喜び」

振付：ワレリー・コフトン　　　バレエマスター：ワディム・ソロマハ

【会議等】

平成21年度中部支部総会 21年５月１３日（水）　 於：中京大学文化市民会館

(ヘ） 北　陸　支　部

【支部自主事業】

①　第７回クラシック・バレエ支部合同コンサート 於：富山オーバードホール

期　日　： 平成22年３月８日（月）

【本部主催事業参加】

②　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定

【会議等】

平成21年度北陸支部総会 2１年６月１４日（日）　　 於：金沢市内

（ト） 関　西　支　部

【支部自主事業】

①　第２８回関西ジュニア・バレエ・フェスティバル 於：大阪府青少年会館文化ホール

　　 第１７回関西シニア・バレエ・フェスティバル

期　日　： 平成2１年4月18日（土）・19日（土）・4月25日（土）・26日（日）

参加人数：ジュニア２部・・・１０５名、　ジュニア１部・・・２４７名、　シニア・・・７２名、　　計４２４名

②　第３７回バレエ芸術劇場キャスト選考会 於：　大阪バレエアカデミー

期　日　： 平成2１年７月５日（予定）

③　２００９年ワガノワメソード・サマー・バレエゼミナール　inOSAKA 於：　大阪バレエアカデミー

期　日　： 平成２１年８月５日(水)～１７日(月)　（実　12日間）　　　　

④　第３７回　バレエ芸術劇場　「ジゼル」／「韃靼人の踊り」 於：大阪国際会議場・メインホール

期　日　： 平成22年１月30日（土）

⑤　ナタリア・Ｍ・ドゥジンスカヤ記念 Ｏｓａｋａ Ｐｒｉｘ 第１１回クラッシックバレエ・コンクール　　

期　日　： 平成22年2月20日（土） ・・・ジュニア２部予選 於：大阪国際会議場・メインホール

　　　　　　2月21日（日） ・・・ジュニア２部・シニア予選

　　　　　　3月20日（土） ・・・ジュニア１部予選

　　　　　　3月21日（日） ・・・決選
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主　催　： 産経新聞社・産経新聞開発(株)

⑥　２００９年ワガノワメソード・スプリング・バレエ　ゼミナール in 大阪 於：大阪バレエアカデミー

期　日　： 平成２２年３月予定

【その他】

⑦　「こうべ全国洋舞コンクール」に後援名義付与 （平成2１年５月；クラシック・バレエ審査開催期間）

【会議等】

平成2１年度関西支部総会 2１年４月14日（火） 於：大阪国際会議場

(チ） 中　国　支　部

【支部自主事業】

①　第６回・中国支部バレエコンペティション 於：アステール・プラザ

期　日　： 平成2１年４月５日（日）

【本部主催事業参加】

②　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定 於：ALSOK広島リハーサル室

【会議等】

平成2１年度中国支部総会 21年5月29日（金） 於：ホテル・グランビア広島

(リ） 山　陰　支　部

【支部自主事業】

①　合同公演 「プリマヴェーラ　５」

期　日　： 平成21年12月６日（日） 於：島根県民会館・大ホール

【本部主催事業参加】

②　2009年度サマー・コース （夏季講習会）

期　日　： 平成21年8月4日～8月9日 於：志賀高原・ホテル一乃瀬

講　師　：　 ヨランド・ストラウド　他

③　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定

【会議等】

平成21年度山陰支部総会 21年４月28日（火） 於：島根県民会館（松江市）

(ヌ） 四　国　支　部

【支部自主事業】

①　平成２１年度夏季講習会　　　

期　日　： 平成2１年８月中に予定
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②　第２８回「四国バレエコンクール」　　　　 於：徳島市文化センター

期　日　： 平成22年３月27日（土）・28日（日）

【本部主催事業参加】

③　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定

④　第3３回全国合同バレエの夕べ　　　

期　日　： 平成２１年７月1８日（金） 於：新国立劇場・中劇場

【会議等】

平成21年度四国支部総会 21年４月13日（月） 於：阿波観光ホテル（徳島市）

(ル） 九 州 北 支 部

【支部自主事業】

①　第４回・九州北支部バレエ・コンクール’０９ 於：大野城まどかぴあ

期　日　： 平成2１年４月３日（金）

内　容　： ジュニアの部＝10才～15才　　シニアの部＝16才～25才　　　参加者：１２７名

②　第２５回「バレエフェスティバル２００９」 於：ウェルシティ小倉・九州厚生年金会館

期　日　： 平成21年８月 9日（日）

九州北支部傘下団体が参加

【本部主催事業参加】

③　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定

【会議等】

平成2１年度九州北支部総会 20年5月17日（日） 於：博多パークホテル

(ヲ） 九 州 南 支 部

【支部自主事業】

①　ジュニア・バレエ・フェスティバル in 熊本

期　日　： 平成22年４月４日（日） 於：熊本市内予定

【本部主催事業参加】

②　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定

【会議等】

平成2１年度九州南支部総会 21年５月２５日（月） 於：伊達バレエ新スタジオ（宮崎市）

(ワ） 沖　縄　支　部

【支部自主事業】

①　2009年度 児童コンクール 於：浦添市てだこホール

期　日　： 平成21年５月30日（土）
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②　200９年度 ジュニア・シニア・コンクール予選会 於：浦添市てだこホール

期　日　： 平成21年５月31日（日）

③　コンクール受賞者の為のバレエ・コンサート 於：国立劇場おきなわ・大劇場（浦添市）

期　日　： 平成21年６月21日（日）

【本部主催事業参加】

④　2009年度ウインター・コース （冬季講習会）

期　日　： 平成22年１月予定

【会議等】

平成21年度沖縄支部総会 21年5月13日（水）　　 於：那覇市
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