
開催日 会場名 郵便番 後援・協力・共催 世 参加 イベントページ

日本ベビーダンス協会　イベント
https://bb-
dance.com/concept/orange2021

2021年8月25日〜 Instagram　オレンジリボン共催イベ Instagra ### 4994
https://www.instagram.com/japa
nbabydanceassociation/

2021年9月〜11月 AR拡張現実mini予習会場 オンラ 204 204
https://www.less-
ar.com/52d063df-4347-4984-

2021年11月11日 AR拡張現実mini復習会場 オンラ 88 88
https://www.less-
ar.com/52d063df-4347-4984-

2021年11月10日 YouTube パパベビーダンス予習動画 YouTube 75 75 https://youtu.be/eHAGn6_V9ng

2021年10月7日〜 YouTube 　告知動画 YouTube 440 440 https://youtu.be/JSnj32-fa-g

2021年10月3日〜 YouTube 　告知動画 YouTube 108 108 https://youtu.be/S0tZIFijrNA

2021年10月1日〜 YouTube 　告知動画 YouTube 240 240 https://youtu.be/OLYTuKhlS9E

2021年9月9日 東本願寺真宗会館 177- 2 4
https://bb-
dance.com/event/g4791

2021年9月12日 熊本オンライン会場 オンラ 熊本市教育委員会 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4767

2021年9月21日 平野子ども子育てプラザ 547- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4814

2021年9月23日 北海道オンライン会場 オンラ 6 12
https://bb-
dance.com/authorization/g4789

2021年9月27日 音楽シェア空間Solana 273- 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4801

2021年10月2日 CKスタジオ 185- 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4811

2021年10月2日 住吉公園体育館 559- 大阪市 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4779

仙台オンライン会場（NAS DANCE オンラ 宮城県　仙台市　仙台市 40 80
https://bb-
dance.com/event/g4775

ラコルタ柏 277- 柏市 8 16
https://bb-
dance.com/event/g4770

浦安市まちづくり活動プラザ 279- 浦安市　浦安市教育委員 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4778

稲城駅前ロボット教室スタジオ 206- 稲城市　稲城市教育委員 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4786

roomsstandart 371- 6 12
https://bb-
dance.com/event/g4792

興本地域学習センター 123- 足立区 2 4
https://bb-
dance.com/event/g4826

2021年10月7日 高槻市立庄所子育てすくすくセン 569- 高槻市 9 18
https://bb-
dance.com/event/g4781

2021年10月8日 熊本オンライン会場 オンラ 熊本市教育委員会 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4821

2021年10月9日 諏訪山児童館 650- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4782

2021年10月16日 住吉公園体育館 559- 大阪市 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4780

2021年10月17日 佐賀新聞文化センター 840- 2 4
https://bb-
dance.com/event/g4771

2021年10月19日 高槻市つどいの広場　NPO法人ハイネ 569- 高槻市 11 22
https://bb-
dance.com/event/g4785

2021年10月20日 熊本オンライン会場 オンラ 熊本市教育委員会 1 2
https://bb-
dance.com/event/g4822

2021年10月22日 inD_warehouse 861- 熊本市教育委員会 3 6
https://bb-
dance.com/event/g4807

2021年10月23日 日蓮宗 法華道場 光胤山 本光寺 272- 市川市教育委員会 2 4
https://bb-
dance.com/event/g4769

2021年10月23日 山口児童センター 651- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4783

2021年10月24日 ゆめドームうえの　軽運動室 518- 伊賀市　伊賀市教育委員 2 8
https://bb-
dance.com/event/g4794

2021年10月24日 浦安市まちづくり活動プラザ 279- 2 6
https://bb-
dance.com/event/g4800

2021年10月25日 音楽シェア空間Solana 273- 1 2
https://bb-
dance.com/event/g4799

2021年10月27日 長久手市北児童館 480- 7 9
https://bb-
dance.com/event/g4827

2021年10月30日 印西市立そうふけ児童館 270- 7 21
https://bb-
dance.com/event/g4793

2021年11月3日 浦安市まちづくり活動プラザ オンラ 助産宿（協力） 4 9
https://bb-
dance.com/event/g4829

2021年11月6日 長久手市北小校区共生ステーション 480- 5 15
https://bb-
dance.com/event/g4776

2021年11月5日 段上児童館 663- 5 13
https://bb-
dance.com/event/g4808

2021年11月9日 稲城市本郷児童館 206- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4838

2021年11月10日 児童館ワンダーランド 342- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4825

山梨オンライン会場（Art Dance オンラ 山梨県　山梨県教育委員 45 92
https://bb-
dance.com/event/g4774

たかいし市民文化会館 アプラホール 592- 高石市教育委員会 7 20
https://bb-
dance.com/event/g4766

子ども家庭支援センター「たっち」 183- 府中市 8 23
https://bb-
dance.com/event/g4768

高槻市立庄所子育てすくすくセン 569- 高槻市 7 16
https://bb-
dance.com/event/g4784

稲城駅前ロボット教室スタジオ 206- 稲城市　稲城市教育委員 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4787

伊賀上野武道館 518- 伊賀市　伊賀市教育委員 3 9
https://bb-
dance.com/event/g4795

ひできダンスアカデミー 231- 横浜市教育委員会　横浜 11 29
https://bb-
dance.com/event/g4797

いちき串木野市高齢者福祉センター 896- いちき串木野市社会福祉 10 37
https://bb-
dance.com/event/g4798

練馬区立男女共同参画センターえー 177- 練馬区教育委員会 6 12
https://bb-
dance.com/event/g4810

Art Dance MIURA 401- 山梨県　山梨県教育委員 2 6
https://bb-
dance.com/event/g4817

深結助産院 394- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4830

長谷川政義ダンスワールド 116- 荒川区 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4832

保健福祉総合センター 690- 松江市共催 5 11
https://bb-
dance.com/event/g4834

2021年11月13日 らうらう絵本ルーム 530- 6 17
https://bb-
dance.com/event/g4813

2021年11月14日 隅田公園 111- 墨田区 4 12
https://bb-
dance.com/event/g4833

2021年11月15日 稲城市本郷児童館 206- 4 8
https://bb-
dance.com/event/g4839

2021年11月16日 社会福祉法人今川学園 546- 5 10
https://bb-
dance.com/event/g4815

2021年11月16日 熊本オンライン会場 オンラ 熊本市教育委員会 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4844

2021年11月20日 万年寺 040- 函館市 5 11
https://bb-
dance.com/event/g4845

2021年11月21日 佐賀新聞文化センター　エスプラッ 840- 2 8
https://bb-
dance.com/event/g4772

2021年11月23日 東京オンライン会場 オンラ 5 12
https://bb-
dance.com/event/g4812

2021年11月27日 塩瀬児童センター 669- 7 20
https://bb-
dance.com/event/g4809

2021年11月29日 ヨガ＆カフェbres 272- 4 10
https://bb-
dance.com/event/g4816

2021年12月12日 長久手市北小校区共生ステーション 480- 5 11
https://bb-
dance.com/event/g4820

2021年12月15日 熊本オンライン会場 オンラ 熊本市教育委員会 0 0
https://bb-
dance.com/event/g4856

合計 312 1868
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https://bb-dance.com/concept/orange2021
https://bb-dance.com/concept/orange2021
https://www.instagram.com/japanbabydanceassociation/
https://www.instagram.com/japanbabydanceassociation/
https://www.less-ar.com/52d063df-4347-4984-89a6-5b95e99e6ac0
https://www.less-ar.com/52d063df-4347-4984-89a6-5b95e99e6ac0
https://www.less-ar.com/52d063df-4347-4984-89a6-5b95e99e6ac0
https://www.less-ar.com/52d063df-4347-4984-89a6-5b95e99e6ac0
https://youtu.be/eHAGn6_V9ng
https://youtu.be/JSnj32-fa-g
https://youtu.be/S0tZIFijrNA
https://youtu.be/OLYTuKhlS9E
https://bb-dance.com/event/g4791
https://bb-dance.com/event/g4791
https://bb-dance.com/event/g4767
https://bb-dance.com/event/g4767
https://bb-dance.com/event/g4814
https://bb-dance.com/event/g4814
https://bb-dance.com/authorization/g4789
https://bb-dance.com/authorization/g4789
https://bb-dance.com/event/g4801
https://bb-dance.com/event/g4801
https://bb-dance.com/event/g4811
https://bb-dance.com/event/g4811
https://bb-dance.com/event/g4779
https://bb-dance.com/event/g4779
https://bb-dance.com/event/g4775
https://bb-dance.com/event/g4775
https://bb-dance.com/event/g4770
https://bb-dance.com/event/g4770
https://bb-dance.com/event/g4778
https://bb-dance.com/event/g4778
https://bb-dance.com/event/g4786
https://bb-dance.com/event/g4786
https://bb-dance.com/event/g4792
https://bb-dance.com/event/g4792
https://bb-dance.com/event/g4826
https://bb-dance.com/event/g4826
https://bb-dance.com/event/g4781
https://bb-dance.com/event/g4781
https://bb-dance.com/event/g4821
https://bb-dance.com/event/g4821
https://bb-dance.com/event/g4782
https://bb-dance.com/event/g4782
https://bb-dance.com/event/g4780
https://bb-dance.com/event/g4780
https://bb-dance.com/event/g4771
https://bb-dance.com/event/g4771
https://bb-dance.com/event/g4785
https://bb-dance.com/event/g4785
https://bb-dance.com/event/g4822
https://bb-dance.com/event/g4822
https://bb-dance.com/event/g4807
https://bb-dance.com/event/g4807
https://bb-dance.com/event/g4769
https://bb-dance.com/event/g4769
https://bb-dance.com/event/g4783
https://bb-dance.com/event/g4783
https://bb-dance.com/event/g4794
https://bb-dance.com/event/g4794
https://bb-dance.com/event/g4800
https://bb-dance.com/event/g4800
https://bb-dance.com/event/g4799
https://bb-dance.com/event/g4799
https://bb-dance.com/event/g4827
https://bb-dance.com/event/g4827
https://bb-dance.com/event/g4793
https://bb-dance.com/event/g4793
https://bb-dance.com/event/g4829
https://bb-dance.com/event/g4829
https://bb-dance.com/event/g4776
https://bb-dance.com/event/g4776
https://bb-dance.com/event/g4808
https://bb-dance.com/event/g4808
https://bb-dance.com/event/g4838
https://bb-dance.com/event/g4838
https://bb-dance.com/event/g4825
https://bb-dance.com/event/g4825
https://bb-dance.com/event/g4774
https://bb-dance.com/event/g4774
https://bb-dance.com/event/g4766
https://bb-dance.com/event/g4766
https://bb-dance.com/event/g4768
https://bb-dance.com/event/g4768
https://bb-dance.com/event/g4784
https://bb-dance.com/event/g4784
https://bb-dance.com/event/g4787
https://bb-dance.com/event/g4787
https://bb-dance.com/event/g4795
https://bb-dance.com/event/g4795
https://bb-dance.com/event/g4797
https://bb-dance.com/event/g4797
https://bb-dance.com/event/g4798
https://bb-dance.com/event/g4798
https://bb-dance.com/event/g4810
https://bb-dance.com/event/g4810
https://bb-dance.com/event/g4817
https://bb-dance.com/event/g4817
https://bb-dance.com/event/g4830
https://bb-dance.com/event/g4830
https://bb-dance.com/event/g4832
https://bb-dance.com/event/g4832
https://bb-dance.com/event/g4834
https://bb-dance.com/event/g4834
https://bb-dance.com/event/g4813
https://bb-dance.com/event/g4813
https://bb-dance.com/event/g4833
https://bb-dance.com/event/g4833
https://bb-dance.com/event/g4839
https://bb-dance.com/event/g4839
https://bb-dance.com/event/g4815
https://bb-dance.com/event/g4815
https://bb-dance.com/event/g4844
https://bb-dance.com/event/g4844
https://bb-dance.com/event/g4845
https://bb-dance.com/event/g4845
https://bb-dance.com/event/g4772
https://bb-dance.com/event/g4772
https://bb-dance.com/event/g4812
https://bb-dance.com/event/g4812
https://bb-dance.com/event/g4809
https://bb-dance.com/event/g4809
https://bb-dance.com/event/g4816
https://bb-dance.com/event/g4816
https://bb-dance.com/event/g4820
https://bb-dance.com/event/g4820
https://bb-dance.com/event/g4856
https://bb-dance.com/event/g4856

