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2022 年度 FJTA 活動計画 

 
1.【タンゴダンスアジア選手権】  

日時： 6 月 19 日（日）11:00 スタート 

日時：2022 年 6 月 19 日（日） 10:30 スタート予定 

会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

内容：ピスタ部門・ステージ部門 予選・準決勝・決勝（一日で実施） 

 

2.【第八回総会】 

日時:6 月 26 日(日)10:00-11:30  

会場:G-Box 

 

3.【FJTA 資格更新講習】 

新型コロナウイルスの感染状況により、実参加開催あるいは Zoom 開催など、開催方法は 

必要に応じて決定する 

日時：東京 7 月 24 日(日) 10:00-16:00 (予定) 

会場: 東京都江東区総合区民センター サブレクホール 

費用:無料 

 

東京追加講習 8月 16 日(火) 10:00-16:00  

会場:麻布十番 ラ・クンパルシータ 予定  

費用:インストラクター10,000 円 リーダー/フォロワー8,000 円 オーガナイザー5,000 円  

 

関西/九州 未定 

会場:未定 

費用:無料 

 

4. 【アルゼンチンタンゴ音楽講習】 

全 3回共通テーマ：「DJ と語るタンゴの魅力」 

講師:日本アルゼンチンタンゴ連盟会長 飯塚久夫 

 

第 1 回  6 月 5 日(日) 

第 2 回 10 月 2 日(日)  

第 3 回 2023 年 2 月 5 日(日)  

（時間）1 - 3 回 いずれも 10:15~11:45(受付 10:00~)  

（費用）FJTA 会員:無料 ビジター:¥1,000- (税込) 

（会場）スタジオ G-BOX or Online  

 

5.【オンライン LIVE トークイベント】  
会員サービスとしてブエノスアイレス在住のタンゴ関係者とトークイベントを不定期に開催  

会員:無料、一般:1,000 円  
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6.【FJTA 定例ワークショップ】  
会員サービスとしてテーマ別のワークショップを不定期に開催  

日時：  4 月 17 日（日）11:00〜12:15 (オールレベル)  
テーマ： オンライン「ひとりで踊るタンゴ・タンギズム  

テーマ曲 

１回目 3/20(日) 「Paciencia」 

２回目 4/17(日) 「Milonguea del Ayer」 
講師：  五十嵐純子  
参加費： FJTA 会員 無料 非会員 ¥1,000-  

 

7.【FJTA 資格認定試験講習】 

日程:10 月 16 日(日)10 時〜16 時予定  

会場:会場未定  

8.【FJTA 資格認定試験】 

日程:2023 年 2 月 19 日(日)10 時〜16 時予定  

会場:会場未定  

その他  

1ボランティア活動  

2協賛募集、基金設立の検討  

3著作権に関する調査  

 
【2021 年度終了したイベント】 

 
【定例ワークショップ】 
テーマ別のワークショップを FJTAが誇るタンゴ教師が開催致します。 
どなたでもご参加可能です。（会員割引あり） 
毎回異なる FJTA認定インストラクターが講師を担当。 
 
日時：  4 月 18 日（日）12:00〜13:15 (オールレベル) 終了 
テーマ： オンライン「ひとりで踊るタンゴ・タンギズム Vol.02 2拍子のミロンガ」 
講師：  五十嵐純子  
参加費： FJTA 会員 無料 非会員 ¥1,000-  
 
日時：  2022 年 3 月 20 日（日）11:00〜12:15 (オールレベル)  
テーマ： オンライン「ひとりで踊るタンゴ・タンギズム Vol.1 「Paciencia」 
講師：  五十嵐純子  
参加費： FJTA 会員 無料 非会員 ¥1,000-  
 
 
【第 7回 FJTA 総会】 
日時： 6 月 27 日（日）10:00〜11:30 

会場： オンライン 及び 恵比寿スタジオ G-BOX 予定 
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【タンゴダンス アジア選手権】 

日程 7 月 3 日（土）11:00 スタート予定 

会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

ピスタ部門・ステージ部門 予選〜準決勝・決勝 

料金：¥4,800 （全席指定） 

 

【FJTA企画イベント「ブエノスアイレスのタンゴ最新事情」オンライン LIVE トーク】 

日時 :   Vol.1 ７月４日（日）10:30〜 

Vol .2 10 月 30 日(土) 

Vol.3  3 月 12 日(土）12:30〜 

開催形態:  Zoom 

費用:  FJTA 会員無料/非会員 1,000 円(イベント前にお支払いをお願いたします)       

ゲスト:  西原なつき バンドネオン奏者。 
 
 
 
【FJTA認定資格更新講習】 
※新型コロナウイルスの感染状況により、実参加開催あるいは Zoom 開催など、開催方法

は 必要に応じて決定する予定 

日時：   7 月 22 日（月・祝）10:00〜16:00 終了 
開催形態： オンライン  
費用：   無料 
 
・東京追加講習 
日時：  8 月 10 日（水）10:00〜16:00 
開催形態：オンライン  
費用：無料  
 
・関西追加講習 未定 
・九州追加講習 未定 
費用：未定  
 

【FJTA タンゴ音楽講習】年 3回開催 

第１回  6 月 13 日(日)  

第 2 回 10 月 10 日(日) 

第 3 回 2022 年 2 月 27 日(日) 

会員:無料、一般 1,000 円  

 
【2021 年度 FJTA 資格認定試験講習】 
日程：10 月 24 日（日）10:00〜16:00 予定 
会場：恵比寿スタジオ G-BOX 
 
【2021 年度 FJTA 資格認定試験】 
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日時：2022年 2月 20日（日）10:00～16:00 
場所：恵比寿スタジオ G-BOX 予定 
 
 
(後援) 

【“Las Chicas“〜女性が輝くタンゴイベント〜Women’s  Online Festival 2021】 

日時：５月２日(日)、４日 (火) 

 

 

【東京タンゴ祭 2021】 

 

日時： 7 月 2 日（金）開場 16:30 開演 17:00 終了 

会場： 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

料金： ¥4,800 （全席指定） 
 

【タンゴダンス アジア選手権】 

日時： 7 月 3 日（金）11:00 スタート 

会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

ピスタ部門・ステージ部門 予選〜準決勝・決勝 

料金：¥4,800 （全席指定） 
 

【横浜赤レンガ・グランミロンガ】 
日程 7 月 11 日(日) 終了 

場所横浜赤レンガ倉庫 1号館 3F 

① 12:00-15:00 afternoon side  ¥5,500- 

② 16:00-19:00 evening side     ¥5,500- 

③  afternoon side ＋ evening side 通し ¥ 10,000-    

【アルゼンチンタンゴの世界-ASTRORICO&タンゴダンサー】 

7/17(土）開演 18:00 /17:15 開場 

場所：山形県文翔館議場ホール 

入場料：一般 3,200 円/【当日券】3,700 円 

    高校生以下 1,600 円/【当日券】1,900 円  

お問い合わせ/文翔館 Tel 023-635-5500  
 

【Argentine Tango2021〜進化を続ける情熱たち〜】 

7/31(土)、8/1(日)両日  

7/31(土) 場所：名古屋東郷町民会館 14:30 開演/14:00 開場 

           入場料：一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円    

     お問い合わせ：東郷町教育委員会（生涯学習課）TEL:0561-38-4111 

         

8/1(日) 場所：砦南市芸術文化ホール シアターサウス 開演 15:00/開場 14:15  

    入場料：一般 4,000 円（当日 4,500 円）学生 1,000 円（当日 1,500 円）  
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    お問い合わせ：砦南市芸術文化ホール TEL 0566-48-3731    
 
【Tango Magico 7th Stage -The life of Eva Peron-】 

8/21(土)タンゴミュージカル 開演 16:00/開場 15:20 

 

場所：名古屋青少年文化センターアートピアホール 

お問い合わせ：Nagoya アルゼンチンタンゴクラブ TEL052-935-7533 

【Grand Milonga Opening】 

9/14 

【第 2回 Chiqué Tango Championship 】 

2022/2/12(土)~3/6(日) 

 

【Peña de Tango Pónja（ペーニャ・デ・タンゴ・ポンハ）】 

3/20 (日) 

アルゼンチンタンゴ・フォルクローレの詩の講座とオープンマイク 

◆講師名  ◆Leonardo Bravo （レオナルド・ブラーボ／ギタリスト） 
 


