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藤⽥昌司

 座談会

横浜はダンスのメッカ (1)

はじめに

藤⽥ 社交ダンスは今や、シルバー世代を中⼼にして⼤変なブームに
なっています。いろいろな盛衰がありましたが、その最初の舞
台が横浜だったということで、皆さんにいろいろ蘊蓄（うんち
く）を傾けていただければと思います。 

ご出席いただきました、もりたなるおさんは、⼆・⼆六事件な
どをライフワークにしておられる作家ですが、ダンスについて
の⼩説も書いておられ、今、地⽅新聞に『ラストダンス』とい
う⼩説を連載中です。その『ラストダンス』をお書きになるう
えで、横浜とダンスの歴史のかかわりを詳しくお調べになって
おられるということで、その辺の成果をぜひご紹介いただきた
いと思います。 

堀英夫さんは、神奈川県社交ダンス協会次席代表で、⻑年、社
交ダンスの指導に当たってこられました。ダンスの世界の⼈脈
も広くていらっしゃいますので、⾯⽩いエピソードなども紹介
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正式な舞踏会は⿅鳴館が最初

していただきたいと思います。 

⽯⽥美佐緒さんは、横浜のダンスのナンバーワンだった⽯⽥千
春⽒の奥様でいらっしゃいます。千春⽒は、戦前から戦後にか
けて、幾多の名選⼿を育てられました。 

杉浦清さんは⽉刊雑誌『ダンスビュウ』を出版しているモダン
出版株式会社の取締役で、ダンスの歴史と⼈脈に⾮常にお詳し
いと伺っております。 

藤⽥ もりたさんが『ラストダンス』を書くうえで調べられたことに
よると社交ダンスは横浜の居留地から全国に広まったというこ
とですが、横浜とダンスの関わりについてお願いします。 

もり
た

ダンスの⼩説を前から書こうとは思っていたんですが、⼆・⼆
六事件の⼩説を書いているときに、戦前、⾚坂の溜池にあった
ダンスホールのフロリダが出てきました。フロリダは総理⼤⾂
官邸の下にあって、総理⼤⾂が襲撃されたときに、官邸の地下
室からフロリダへ⾏く通路があったという説があります。それ
で調べてみたら、フロリダは⿅鳴館の後⾝なんです。⿅鳴館は
明治⼆⼗七年に華族会が買い取って華族会館になりますが、フ
ロリダは開館して最初の半年ぐらいは⿅鳴館という名前だった
んです。 

⼆・⼆六事件で、どうしてフロリダに関⼼を持ったかという
と、⼆・⼆六事件のときの⻘年将校がフロリダの常連で、いつ
も仕⽴てのマントを着て、裏地の⾚い羅紗をターンをするとき
にピュッと⾒せる。その粋ですね。 

私もダンスを少しやったことがあるので、ダンスの⼩説をあち
こちに書いていましたが、もう⼀度調べ直すと、ダンスは外国
から⼊ってきたものですから、やっぱり横浜なんですね。 

 
  ⽇本⼈が最初にダンスに接したのは幕末の遣⽶使節

もり
た

僕が調べたのですと、⽇⽶修好通商条約が結ばれて安政六年
（⼀⼋五九）に外国⼈が⽇本に来た。三年後の⽂久⼆年に、横
浜の港崎（みよざき）町（現在の横浜スタジアム辺）で、渡来
した居留⺠が踊っているダンスを⽟蘭斎貞秀が⽊版画で描いて
います。社交ダンスというより、多分スケアダンスみたいなも
のだった。⾯⽩いのは、バンドというかミュージックが鳴り物
なんですね。笛と太⿎。明治になってからも鳴り物で。 

藤⽥ バンドはなかったわけですね。 

もり
た

ええ。笛と太⿎で踊り、その後に軍楽隊がダンス⾳楽を奏でる
わけです。 



男⼥が組み合ってやるようになったのは明治になってからでし
ょう。パートナーは遊⼥です。岩⻲楼（がんきろう）の遊⼥の
喜遊のように当時の⼥性は、外国⼈と接するのを嫌って⾃害す
るくらいで、みんないやがったんです。ダンスというと⿅鳴館
とか浜離宮と⾔われますが、やっぱり横浜がルーツなんです。
というのは、開国後、外国⼈が⼀番最初にきた⼟地だったから
でしょう。 

藤⽥ そのころは今のような社交ダンスのスタイルではなく、四⼈と
か六⼈とかで踊ったわけですね。 

もり
た

そうです。それでも⽇本⼈はびっくりしたみたいです。 

藤⽥ カドリールとかですか。 

杉浦 宮廷舞踏の⼀種で、ウインナワルツみたいなもので輪になって
踊る。 

もり
た

⽇本⼈が⼀番最初に正式なダンスに接したのは幕末の遣⽶使節
ですね。 

杉浦 ⽇⽶修好通商条約の批准書を持っていった⽶国でということに
なっています。 

 
  不平等条約の撤廃が⽬的だった⿅鳴館の舞踏会

藤⽥ そのころは居留地にもホールというのはなかったんでしょう
ね。 

杉浦 ホールはないけど、領事館がすでにあった。領事館で夜会が始
まったという話です。そのときに最初はもちろんダンスはない
んですね。⾳楽だけで、みんなで⾷事をしたり、談笑したりす
る中で洋楽が⼊ってきたわけです。 

藤⽥ 領事館にちょっとしたホールがあって、そこで踊っていたんで
しょうね。幕末の頃は⼥性で来ているのは、せいぜい宣教師と
か、あとは貿易商の男性とか軍⼈ですから、正式に舞踏会がで
きるのは、ちょっと後でしょうね。 

杉浦 正式な舞踏会は、やはり⿅鳴館ですね。明治⼗六年になってか
ら。それ以前にも三井銀⾏の社友倶楽部で⼀応始まっています
が、いわゆる舞踏会ではない。どちらかというと夜会というべ
きものでした。 

藤⽥ ⿅鳴館は⻄欧⽂明に追いつこうとして建てられましたが、外交
的な儀礼として必要なので社交ダンスをやるようになったので
すね。 

杉浦 そうですね。もともと⽇⽶修好通商条約は不平等条約だったか



ら、当時の井上馨外務⼤⾂がそれを平等条約に切りかえよう
と、伊藤博⽂⾸相と共に、欧⽶⼈と交渉しなければならない。
その交渉のテーブルにつくには、まず⽂化を共有しなければと
いうことで、⿅鳴館が開館された。政治⽬的だったわけです。

藤⽥ そうすると、⼥性のダンサーはどういう⼈が…。 

杉浦 宣教師とか外交官は家族で赴任している場合があるし、津⽥塾
の創⽴者・津⽥梅⼦や当時、外国に留学経験のある⼗⼈ぐらい
の⼥性が全部招集されて、お相⼿をさせられたといいます。 

井上馨が⾳頭を取ったんですが、不平等条約は解消されず、結
局、⿅鳴館はつぶされていく。結果を出せなかった。伊藤博⽂
が⼥性とスキャンダルを起こしたらしくて、明治⼆⼗年に『東
京⽇々新聞』がそれをつつくんですね。 

もり
た

相⼿は⼾⽥という伯爵夫⼈ですが、博⽂が美酒に酔って、いい
⾳楽を聞いて勘違いして⾶びついたという説がある。 
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藤⽥昌司

 座談会

横浜はダンスのメッカ (2)

藤⽥ 先程、もりたさんが紹介された⽟蘭斎貞秀のダンスの⽊版画は
「盆踊」と書かれています。 

横浜の居留地では、⼭⼿のゲーテ座で明治⼗⼋年四⽉から定例
的な舞踏会が開かれ、翌⼗九年には、イギリス海軍艦隊⼠官の
ための舞踏会が開かれて、チャールズ・ワーグマンが挿絵を書
いています。 

ゲーテ座ではワシントンの⽣誕記念舞踏会とかイギリスの聖⼈
を記念した舞踏会などがおこなわれ、海岸通りにあったユナイ
テッド・クラブなどでも舞踏会が開かれていたといわれていま
す。 

杉浦 ⽇本には、社交ダンスがすんなり受け⼊れられない⼟壌がある
わけです。当時から今⽇にいたるまで、いろんな問題が起こっ
ており、後には⾵俗営業に関する法律なんかにも関連してきま
すが、野球、ゴルフ、サッカーなんかは、だいたいすんなり⽇
本に⼊ってきたのに、社交ダンスは、すんなりとは⼊れなかっ
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た。 

 
  ⽇本で最初のダンスホールは鶴⾒の花⽉園

藤⽥ ホールとして、⽇本で最初にできたのは、⼤正期にオープンし
た鶴⾒の花⽉園ですか。 

杉浦 そうです。ですからその意味でも、横浜がやっぱり起源です。

もり
た

ホテル・ニューグランドの前⾝で、海岸通りにあったグランド
ホテルでも、お客さんのためのダンスホールというか、こぢん
まりしたものはあったそうです。 

藤⽥ いつごろですか。 

杉浦 ⼤正の初めです。帝国ホテルとグランドホテルで⼤正の初期か
ら社交ダンスは始まっているんです。ただ、これは外国⼈が中
⼼の、いわゆる内輪の舞踏会です。 

藤⽥ 花⽉園のダンスホールは、⼀般の⼈に開かれたダンスホールの
最初ということになるわけですか。 

杉浦 はい。ただ、これも同伴という条件があったようでして、フリ
ーでは⼊れなかったという話ですね。 

永井良和⽒や加年松城⼆⽒の研究によれば花⽉園は、新橋の花
⽉亭という料亭のおかみの平岡静⼦さんが亭主の広⾼さんにつ
くらせたようです。 

広⾼さんがパリ郊外にある遊園地をまねて⼤正三年（⼀九⼀
四）に花⽉園をつくった。あそこは⼦どもを対象とした遊園地
ですから、⼤きなすべり台の施設とか宝塚みたいな少⼥歌劇団
もあった。ホールができたのは⼤正九年です。グランドホテル
や帝国ホテルもその前後です。 

もり
た

夜会と舞踏会はどう違うんですか。 

杉浦 舞踏会は踊りが⽬的です。夜会は飲⾷・歓談が主で、ダンスが
⼊ったり⾳楽があったりします。 

藤⽥ 花⽉園のダンスホールは⾮常に盛んだったようですね。そのこ
ろは、花⽉園が⼀般の⽇本⼈を対象にしたダンスホールで、ホ
テルは外国⼈のためということだったんですね。 

ダンスホールは、そのあたりから続々とでき始めるんですか。

杉浦 そうですね。その少し前に加藤兵次郎という⼈がアメリカに流
通業界の視察に⾏って、その時に向こうのダンスホールを⾒て
くるわけです。これは商売になるなと思ったらしく、それを持
ち込んでくる。これは職業婦⼈がちゃんとお相⼿をするホール



「ラストダンス」の起源は昭和15年10⽉末⽇

です。 

⽇本に帰ってきて、函館に最初のダンスクラブをつくった。そ
のアイディアから、その後⼤阪に本格的な営業ホールができ
る。関東⼤震災の後の⼤正⼗三、四年のことです。 

藤⽥ 関東⼤震災で東京、横浜のダンスホールは壊滅状態になり、そ
れで⼤阪が主な舞台になったといいますね。 

杉浦 それは影響があったでしょうね。 

藤⽥ そのころのダンスの形は、ブルース、ジルバ、タンゴ、フォッ
クストロットとか、いろいろありますがどんな……。 

杉浦 タンゴとかフォックストロットです。 

堀 ⼀番最初に⽇本に⼊ってきたのはワルツだとか。 

⽯⽥ そう⾔われますね。 

堀 今のワルツではなく、速いワルツなんです。踊りは全然違うん
です。 

杉浦 万延元年（⼀⼋六〇）の遣⽶使節がアメリカで舞踏会を⾒たと
きの記録に、コマネズミが回るがごとし、という表現がある。
これはウインナワルツでしょうね。 

堀 今のワルツじゃないですね。社交ダンスを本格的に⽇本に持ち
込んだのが⽬賀⽥綱美男爵で、ダンスの普及に⽇本⼈で最初に
貢献した⼈なんじゃないですか。 

杉浦 ⽬賀⽥男爵は昭和元年に⽇本に帰ってくるんですが、⼤正⼗⼆
年の国際連盟の会議に全権⼤使で出席するお⽗さんに随⾏して
いく。パリに居ついて、ダンスに熱中してしまう。このときに
彼が習ったのはタンゴです。 

もり
た

タンゴの歴史は古いんですか。 

杉浦 いや、意外と新しいんです。アルゼンチン・タンゴは⼗九世紀
末にブエノスアイレスの港町の酒場で⾃然発⽣的に⽣まれたも
のです。 

 
  バレリーナのエリアナ・パブロバも指導

藤⽥ ⽬賀⽥男爵の前に指導的な⽴場にあった⼈は誰なんですか。 

もり ロシア⼈のバレリーナのエリアナ・パブロバが基本的なものを



た 教えたんじゃないのかな。 

⽯⽥ 夫もロシア⼈に、横浜の港で教わったと申してましたね。 

杉浦 その前にドイツ⼈でヤンソンという東京農⼤の獣医学の先⽣が
います。⿅鳴館時代に井上馨が官僚の⼦⼥を集めて講習会を開
きますが、そのときの講師がヤンソンだったそうです。明治⼆
⼗年代ですね。 

堀 そういう⼈は国が招いたんですかね。 

杉浦 ヤンソンは国が招いたお雇い外国⼈です。パブロバは私費で来
ていた。鎌倉にスタジオをつくってバレエを教えるんですが、
これでは⾷べていけないので、社交ダンスのレッスンもしてい
るんです。そういう意味ではパブロバは先駆者の⼀⼈ですね。

 
  演奏は海軍軍楽隊から専属バンドへ

藤⽥ 踊り⽅ではワルツ、タンゴ、フォックストロットが最初だった
ということですが、そのころのバンドは。 

堀 バンドじゃなくて、海軍の軍楽隊ですね。 

もり
た

⿅鳴館もバンドは軍楽隊です。 

杉浦 バンド⾃体がなかったんです。 

⽯⽥ ⼤勢で演じるのは、軍楽隊しかなかったんじゃないでしょう
か。 

もり
た

海軍軍楽隊が引っ張りだこだった。 

杉浦 だから、海軍の将校で、ダンスをやっている⼈はとても多かっ
た。やっぱり外国と交流があって、スマートなんですね。陸軍
はどちらかというと剣道、柔道の世界。 

⽯⽥ 海軍は何となくモダンな感じでしたよね。海軍の軍楽隊は、積
極的に洋物の楽譜を⼿を⼊れていたという話ですね。 

藤⽥ 花⽉園で最初にホールができたころは、バンドだったんです
か。それともレコードがもうあったんですか。 

もり
た

専属バンドがいたそうです。 

藤⽥ ホールでやるようになったのは、花⽉園が最初だとすると、専
属バンドも最初だったかもしれませんね。 

もり
た

花⽉園がやはり⼝⽕を切ったんじゃないでしょうか。 

 



  昭和⼗五年の奢侈禁⽌令でダンスホールが閉鎖
藤⽥ ⽯⽥さんは、いつ頃からダンスをおやりになっていらっしゃる

んですか。 

⽯⽥ ⽯⽥と結婚した昭和⼗⼆年以降です。 

藤⽥ ⼗五年のいわゆる奢侈（しゃし）禁⽌令でダンスが禁⽌になる
直前ですね。 

⽯⽥ 禁⽌になってよかったと思いました。 

藤⽥ どうしてですか。 

⽯⽥ 主⼈が踊りにばかり⾏っている。サラリーマンなのに、毎⽇毎
⽇ダンスを踊って、帰宅が朝の三時、四時です。それで朝早く
起きて会社に⾏くわけですから、よく体が続いたと思います
よ。ですから、禁⽌になってほっとしました。 

藤⽥ 昭和⼗五年⼗⽉末⽇をもって、贅沢は敵だということで、ダン
スホールは閉鎖になるわけですね。 

もり
た

ラストダンスという⾔葉は昭和⼗五年にダンスホールが閉鎖し
たときに⽇本で⽣まれた⾔葉だそうです。ラストダンスという
歌が戦後はやりましたが、バンドマスターは、ラストワンと⾔
います。これでおしまいだと。ラストダンスとは⾔わない。 

藤⽥ その本当のラストダンスのときは、ダンスのファンは⼤変だっ
たでしょうね。 

もり
た

ダンスホールをはしごしたようです。東京都内には⼗幾つあり
ましたから。 

 
  不良のやることと思われていたダンス

藤⽥ ダンスは、今は⾮常に健全なスポーツになっていますが、あの
当時は社会的には⼤分偏⾒を持って⾒られていたんじゃありま
せんか。 

⽯⽥ そうなんです。今と全く違います。 

藤⽥ 資料で読んだ範囲でも、例えば北杜夫の⺟親で、⻫藤茂吉の奥
さんのてる⼦さんは、昭和の初め、ダンスホール通いに熱を上
げ、結局警視庁につかまって、豚箱に⼊れられる。早い話が不
良のやることだと思われてたんでしょうかね。 

もり
た

吉井勇さんの奥さんもそうですね。それがもとで吉井さんも⻫
藤茂吉さんも別居する。吉井勇さんは離婚します。 

⽯⽥ ダンスをする⼈はまれでしたが、みんなまじめでしたよ。 



戦前から始まった競技ダンスは今や全盛期

もり
た

⼥たらしというかジゴロ教師というのは⼆、三⼈いたそうです
よ。資料によると、やっぱり腕がいい。知的レベルの⾼い有閑
マダムをくどくんだからうまい。ダンスもめっぽううまい。
（笑） 

藤⽥ ダンスの教師は全部男性だったんですか。 

⽯⽥ いいえ私たちもやりました。 

堀 だけど、やっぱりピンキリがあるんですね。例えば我々みたい
に、初めからダンスの先⽣としてダンス教室で教えている⼈に
は、そんなに悪いのは滅多にいません。だけど⼀部のダンスホ
ールはそうとも限らない。豪邸を建てたり、キャデラックに乗
っている⼈もいますから。それはやっぱり奥様連中が全部つぎ
込んじゃうわけでしょうね。 

戦後の昭和⼆⼗⼀年にダンスホールの営業許可が再開されて、
ダンスホールとダンス教室の両⽅が乱⽴するような形になっ
た。⽯⽥先⽣なんかは、プライドをお持ちでしたから、俺たち
はものを教えるプロなんだ。ダンスを教授することが全てなん
だと⾔っておられた。戦後は、そのように⼆分されていったん
です。 

名選⼿を育てる⼒を持っている先⽣⽅が努⼒を重ねて、徐々に
枝葉を広げていき、現在に⾄っているわけです。 

藤⽥ 百花繚乱の時代を迎えるわけですね。復興に導いた功労者とい
うと、どんな⼈がいるんですか。 

堀 トップに藤村浩作先⽣。それから、⽯⽥千春先⽣、中原光夫先
⽣、助川五郎先⽣、関⻄では⼩⼭賢之助先⽣とか。 

もり
た

社交ダンスには、競技ダンス、ステージダンスと⾔って⼈に⾒
せるダンス、それからパーティーというかダンスホールで踊る
社交ダンスの三種類あるんです。 

堀 だから、みんな考え⽅が違っています。 

⽯⽥ 踊り⽅も違います。 

堀 ええ。競技に勝つために指導している先⽣と、営業を⽬的とし
ている先⽣とは完全に違いますからね。 

藤⽥ 今⽇、ダンスが⾮常に隆盛なのは、競技ダンスがもとですか。

堀 はい。今⾔った藤村浩作先⽣をはじめ⽯⽥先⽣、中原先⽣、助
川先⽣らが⼀つ⼀つの競技会を丹念に積み重ねていって、今の



⽇本武道館でやれるような姿にまで持ってきたわけです。昔
は、元町のクリフサイドという⼩規模な会場で全関東選⼿権を
やっていたんですから、踊りも規模も⼩さかった。 

もり
た

クリフサイドは今でもありますね。 

堀 あります。今は出場者が多く、そういう⼩さい所では競技もで
きないし、観客も収容し切れないから武道館や後楽園ホールや
幕張メッセになったんです。 

藤⽥ 競技ダンスが始まったのは戦後ですか。 

杉浦 戦前からです。フロリダで昭和七年に第⼀回の全⽇本社交ダン
スアマチュア選⼿権が開かれています。 

堀 ⽯⽥先⽣がナンバーワンだと⾔われたゆえんは、チャンピオン
を三、四⼈育てたということです。助川先⽣もそうですが、そ
のほかにも超⼀流の指導者はたくさんいました。 

 
  農耕⽂化の⽇本では肌を触れ合うことに拒絶反応

杉浦 社交ダンスは最初に申し上げたように、⽇本⼈にとっては異⽂
化だった。ヨーロッパの狩猟⺠族の、肌を触れ合う⽂化から⽣
まれたものです。キスをしたり、握⼿をしたり、抱擁したりし
て、あなたの敵じゃないよということを⽇常的に表現する⽂化
にとって、肌を触れ合うことはごく⾃然なことなんです。 

⼀⽅、⽇本は農耕⽂化で、⼀定の⼟地の中で悠々⾃適にやって
きているから、他⼈に対して敵だとか味⽅だとか⽇常的に表現
する必要がない。だから「こんにちは」とおじぎの⽂化になっ
ている。肌を触れ合う必然性がない。 

農耕ですから、⼟地に執着して、これが男社会になっていく。
⾎縁で⼟地を継いでいくから、⼥性を⼊れると⼟地相続が不明
瞭になる。⻑⼦相続という形で⽇本の⽂化は続いてきた。そこ
にダンスが⼊ってきたときに、むやみやたらに男⼥が肌を触れ
合うのはけしからんと。 

⼤正⼗五年（⼀九⼆六）に当時内務省の⽣活課の係官が⼗⼋歳
未満の⻘少年のダンスは許せないと⾔って、⼤正⼗五年の第五
⼗⼀回帝国議会に舞踏禁⽌令という法案を出したぐらいなんで
す。ダンスの愛好者たちが、この⾵潮をどうにかしようと、ス
ポーツ性を重視した競技ダンスという発想が⽣まれてきます。

つまり競技として美しさを競っている。単なる男⼥の交際の道
具じゃないとアピールしていく。それが藤村浩作先⽣をはじめ
とする先駆者たちが打ち出していった政策で、これが戦後に花
開いていくわけです。これは明治、⼤正、昭和初期にかけての
社交ダンスの歴史を検証した結果の政策なんです。 
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チャブ屋でもダンスが踊れた
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藤⽥昌司

 座談会

横浜はダンスのメッカ (3)

もり
た

横浜に関係のあるエピソードで、本牧のチャブ屋のキヨホテル
の隣に⾕崎潤⼀郎のうちがあって、⼤正⼗年秋に⼩⽥原から引
っ越して、翌年に⼭⼿に移るまで住んでいたんです。そこに久
保⽥万太郎、花柳章太郎、若い川⼝松太郎が⾏くんです。キヨ
ホテルは遊廓みたいなものなんですか。 

藤⽥ チャブ屋は⼀階でダンスが踊れたんです。⾕崎は『本牧夜話』
という戯曲も書いています。 

もり
た

それで新派でやるので取材に⾏ったのかもしれません。そこに
泊り込んで、川⼝松太郎さんが⼆、三⽇、キヨホテルに居続け
るという話がある。これは戦後の『⼈情⾺⿅物語』という⼩説
の中に「⽉夜あかるければ」という本牧が舞台の短編があるん
です。 

チャブ屋の⼥性が川⼝松太郎にほれ込むんです。あなたは出世
する⼈だから、こんな所に来るな。お⾦も使うだろうからとい
うので、⼥のほうが川⼝さんの下宿へ通う。これだと安上がり
だからね。あなたは勉強しなさいと。 
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その後、川⼝松太郎が従軍作家で中国戦線に⾏く。それで、慰
安所に将校が連れて⾏くと、川⼝さんの⾯倒を⾒てくれた⼈
が、おばさんになって取り締まりでいるんです。それで⼆⼈で
お酒を飲み、⽉が窓から……。これは名作だと思うんです。 

川崎⻑太郎は、徳⽥秋声のお弟⼦で、秋声は親⼦でダンスに凝
るんです。秋声は神⽥の近くのダンスホールに通い続け、川崎
⻑太郎はげたをはいて着流しでくっついて歩いていた。そうし
たら、ああいう男が好きというダンサーが出てくる。川崎⻑太
郎が同棲した⼥性は、唯⼀そのダンサーだけなんです。 

藤⽥ 今東光の『⼗⼆階崩壊』という⾃伝的な⼩説にも⼤正活映時代
の葉⼭三千⼦とかトーマス・栗原夫⼈とかがやはり⾕崎に⼼酔
して本牧に遊びに来て、鶴⾒や関内のダンスホールに⾏ったこ
とが書かれています。 

 
  チャブ屋ではビールを頼めば、⼥性と踊ることができた

藤⽥ 戦前からダンスをなさっていた広瀬始親さんに、戦前の横浜の
様⼦を編集部で聞いてきましたので、それをご紹介します。 

広瀬さんは横浜の⽣⽷関係の貿易商で、⼤正四年のお⽣まれで
す。昭和⼗五年に中区の住吉町の教習所でダンスを習い始め
て、戦前は中華街の元町寄りにあったフロリダ、弁天通りのメ
トロ、住吉町のオリエンタル、尾上町のカルトン、伊勢佐⽊町
の喜楽煎餅の四階の⾦港や⽇ノ出町の新世界などに通ったそう
です。 

それから、先程お話にでましたが本牧のチャブ屋街でもダンス
をしたそうです。本牧にはキヨホテル、スターホテル、⽂ノ家
ホテルなど三⼗軒以上のチャブ屋がありましたが、そのあたり
は全部、空襲で焼け、その跡は⽶軍に接収され、跡形もないそ
うです。 

チャブ屋は本牧のほかに、⽯川町の⼤丸⾕にもあって、ナンバ
ーナインというネオンが光っていたそうです。 

チャブ屋では、当時ビールが⼀円で、そこへ⾏ってビールを飲
めば、⼥性と踊ることができた。そこの⼥性と気が合って話が
まとまれば、⼆階の部屋に上がって⼀夜をともにすることもで
きた。話がまとまらなければ、踊るのはタダですから、踊って
帰ってくればよかったそうです。 

⼀般のダンスホールでは⼥性が五⼗⼈から百⼈近く椅⼦に座っ
ていて、男性はチケットを買って相⼿の⼥性にそれを渡す。⼀
回で⼀枚のチケットを渡すんですが、⼗枚つづりで⼀円のチケ
ットを買って五、六回踊って帰るのが粋だったそうです。⼀回
⾏くと⼀円ではすまなかったそうで、チャブ屋で踊る⽅が安上
がりだったそうです。 



ダンスホールはバンドでしたが、チャブ屋は電蓄にレコードで
した。チャブ屋の⼥性はあちこち仕事場を変えていますから、
ダンスホールの⼥性よりもダンスがうまい⼈が多かったという
ことです。 

 
  進駐軍が伝えた“ハマジル”が全国を⾵靡

もり
た

戦後はやったハマジルというのも、横浜からのものですが、ヨ
コハマジルバということですね。あれは進駐軍が持ってきたの
かな。 

堀 そうです。そのころは僕は⽯⽥先⽣の所へ勤めていたんです。
当時、伊勢佐⽊町の裏に進駐軍の⾶⾏場があったんです。その
端に、⽕陽とゴールドスターというダンスホールが⼆つ並んで
あった。そこへ外国⼈がきて、ジルバを教え出した。それがハ
マジルです。 

もり
た

ハマジルは全国を⾵靡しましたね。 

堀 僕はジルバを知らなかったんです。それで、⽯⽥先⽣に「うち
でも教えなきゃならないから、おまえ、習いに⾏ってこい」と
⾔われて⾏った。それがハマジルだった。だから僕が最初に教
室で教えたのはハマジルで、そのうちにだんだんわかってき
て、普通のジルバを教えられるようになったんです。 

藤⽥ そのころの横浜の印象はどんなでしたか。 

堀 吉⽥橋のたもとに松屋があって、⾼島町のほうまでずうっと川
が続いていた。今の松坂屋がＰＸで、伊勢佐⽊町は進駐軍の町
でしたね。 

掃部⼭の上の、今の県⽴⾳楽堂の真向かいの崖っぷちの所に紅
葉館という料理屋があって、掃部⼭の下が花柳界だったんで
す。その紅葉館の隣にダンスホールがあった。あんな⾼い所に
あったわけですから、いかにダンスがブームかということです
ね。そのダンスホールの名前が「サクラポート」。でも、親は
⼤反対で、僕は勘当です。（笑） 

藤⽥ 社会的な偏⾒ばかりでなく、親の偏⾒もあったわけですね。 

杉浦 ⽬賀⽥男爵は鎌倉〜南北朝時代からの戦国武将の流れをくむ五
⼗四代の嫡男ですが、ダンスにほれ込んで家系を途絶えさせて
しまった。つまり、⽣涯独⾝を通した。ダンスばかり踊ってい
て、ダンスと結婚したような⼈だった。⼤正から昭和初期にか
けてダンスは真に道楽だったんでしょうね。 

 
  横浜の中⼼部で市電の停留所前はどこもダンス教室

藤⽥ 競技ダンスは⽇本独特のものですか。 



オリンピック種⽬候補にもなる現代のブーム

杉浦 いいえ。欧州の宮廷舞踏と中南⽶のラテン系ダンスがイギリス
で体系化されたものです。競技ダンスの⼀番の伝統はイギリス
のブラックプールダンスフェスティバルで、⼋⼗年の歴史を持
っています。⽇本での本格的な競技会は昭和⼆⼗六年からです
から、まだ五⼗年です。 

それで、平成⼗年に法律が改正されて、ダンススクールは⾵営
法の適⽤対象除外となりました。 

堀 結局、今までは⾵俗営業としての扱いのダンスだったのが、今
は⽂部省扱いのダンスになってきています。 

⽯⽥ それまでは警察の許可がないと教授所は開けなかったんです。
しかも幼稚園や学校や病院がそばにあると許可が下りなかっ
た。 

堀 ⾵営法に対するダンス界の反発は強かったですね。僕が初めて
⽯⽥先⽣のところに、技術が欲しくてアルバイトで潜り込んだ
のが⼤学⼆年の昭和⼆⼗五年ころですが、そのころ、横浜の中
⼼部は市電が通っていて、停留所の前で、教室がない所はなか
ったぐらいです。そのくらいダンスの教授所が多かった。 

どの教授所でも真剣にダンスを教えていた。⼀つのステップを
⼗⼈⼀遍にやらせておいて、同時に他の⼗⼈を教える。レッス
ンが終わってからも、いくら⻑時間いても⽂句は⾔われない。

藤⽥ 元町のクリフサイドとか⾺⾞道のオリンピックの雰囲気はどう
でしたか。 

堀 クリフサイドは、⼀番最初は戦後、ダンスホールから始まり、
それからキャバレーになったんです。 

杉浦 その後にまたホールになったのよね。 

堀 あそこは建て直しがきかない場所で⽴地条件が難しいんです。
我々もだんだん⾏かなくなって、ダンス競技はホテルや体育館
を使うようになった。 

藤⽥ ああいうところは、例えば男性が⼀⼈で⾏くと、相⼿をしてく
れる⼥性がいるんですか。 

堀 昔はダンサーが百⼈ぐらいいても驚かないだけのお客さんが来
ていたけど、いまはそれほどでもない。クリフサイド⾃⾝が悪
いんじゃなくて、ダンスがそういうものに対応できなくなって
きた。ですから、⼭下町や本町通のいいダンスホールやナイト



クラブもつぶれてしまった。 

藤⽥ 結局、今のダンスブームを⽀えているのはダンスホールじゃな
くて、ダンス教室のほうですね。 

堀 そうです。 

杉浦 教室とホールと練習場です。 

堀 だけど、今の横浜はダンスホールが成り⽴ちにくい所です。繁
盛して残っているのは⽩⾺⾞ぐらいです。ダンスホールが盛ん
なのは⼤阪なんです。南から⼊ると、北に抜けるのに⼤変だと
いうくらい⼤きいのがある。ホールに限っていえば、⼤阪は商
売になりますが、神奈川はどうもね。東京には三つあります。
⽇⽐⾕に⼀つ、あとは新宿と鶯⾕。 

 
  プロのランキングとアマチュアのサークル活動

藤⽥ 『ダンスビュウ』を⾒ましても、ダンス教室が各地にたくさん
ありますね。プロの資格というのは、協会とかが認定するわけ
ですか。 

杉浦 ダンスを教えるのに、資格が要るのかどうかを考える必要があ
ります。つまり、社交ダンスですから、楽しく踊れればいい、
何も正しくなくてもいいという⼈も多いわけです。 

⼀⽅、⽇本ボールルームダンス連盟という⽂部省認可の財団法
⼈は、五級から⼀級までの指導員資格を設けて、きちっと指導
法を⾝につけた先⽣を認定しています。社会の偏⾒に対する対
応の⼀つでもあるわけです。 

それとはまた別に、楽しければいいじゃないかという視点か
ら、上⼿なアマチュアがサークルで指導しています。これがや
たらに多く、要するに登録も認定も何にもない。 

堀 だから、ダンスの先⽣のステータスは、昔より落ちている⾯は
あるけれど、ダンスが普及していくためにはアマチュアの⼈が
いなきゃ商売にならないという⾯もある。 

杉浦 それともう⼀つ。実はダンスには競技選⼿のランキングがあ
る。これは⽇本独⾃のもので、藤村浩作先⽣らがつくりあげた
ＡＢＣＤというクラスですが、競技会で勝って、その規定をク
リアしながら順番に上がっていくシステムなんです。営業が万
全だといわれるぐらい、このランキング制度は権威がある。ア
マチュアの七級からプロのＤからＡまでというヒエラルキーが
しっかりと確⽴されています。 

⽯⽥ でも、プロとアマとの格差が⼤きいですね。 

杉浦 しかし、勤勉で向上⼼の強い⽇本⼈のメンタリティにあった優



れた制度だと思います。 

 
  コンピュータ社会になるほど、⼼が触れ合うダンスが必要
に

藤⽥ 現在、⼤変なダンスブームで、⼥性のシルバー世代が⾮常に多
いけれど、男性が少ないと聞きますが。 

堀 今は半数近く男がいますから昔よりはよくなった。特に⾼年齢
では男性が増えてきました。 

⽯⽥ 結構いい運動になりますからね。 

もり
た

ダンスというのは波がありまして、戦前は別として、終戦後
は、労働組合のパーティー、娯楽は映画とダンスしかないんで
す。しかしこの⼈たちが家庭に⼊って、冬の季節が来る。そし
て⼦育てが終わって、熟年になってダンスをやりたいなと。 

これはこれでいいんですがダンス業界としては、若者を呼び込
まなきゃいけない。若者を呼び込むためには、競技ダンス、ス
テージダンスだけでは来ないかもしれない。今、⾮常に瀬⼾際
なんですよね。 

杉浦 ただ、ダンスというのはナイトの精神が必要で、男性が⾮常に
つらい。つまり⼥性を美しく踊らせるのがうまいダンサーなん
です。勉強も練習もしなきゃいけない。それで男性がなかなか
⼊りにくい⾯がある。 

若い⼈は、そんな努⼒はいやだと⾔う。だけど、コンピュータ
社会になっていくと、⼈と⼈の触れ合いがどんどん減ってい
く。コンピュータ化が進めば進むほど、⼈との触れ合いを求め
ていくだろうと思う。その究極は、肌と肌が触れ合うダンスで
すよ。ここに集約してくると私は⾒ているんです。 

ＩＯＣのサマランチ会⻑がダンスをオリンピックに⼊れようと
⾔った。最初の発⾔は「ダンスは映像になる」と。⼆○○⼋年
のオリンピックには、ダンスが必ず⼊ります。「オリンピック
に出たい」「オリンピックで⾦メダルを取るんだ」というチビ
ッ⼦ダンサーが年々ふえています。 

⽯⽥ 今、多くのダンス教師が学校に教えに⾏き始めてますからね。

堀 我々のやっているダンスは、⼆⼈いなければできない。多くの
若者が今やっているダンスは⼀⼈でもできる。⼆⼈だから⼤変
は⼤変なんですよ。でも、だからこそオリンピックを契機に、
若い⼈がダンスに戻ってきてほしいなと思います。 

藤⽥ ⼤変いい結論を出していただきまして、ありがとうございまし
た。 



 
もりた なるお
⼀九⼆六年東京⽣れ。
著書『千⼈同⼼』講談社2,940円(5%税込)、『鎮魂「⼆・⼆六」』
講談社591円(5%税込) ほか。
 
ほり ひでお
⼀九三〇年横浜⽣れ。
 
いしだ みさお
⼀九⼀六年⼩⽥原⽣れ。
 
すぎうら きよし
⼀九四⼋年東京⽣れ。

店舗⼀覧

［神奈川県］
伊勢佐⽊町本店
伊勢佐⽊町本店医学書センタ
ー
横浜駅⻄⼝ジョイナス店
横浜駅⻄⼝エキニア横浜店
横浜駅⻄⼝コミック王国
横浜駅⻄⼝店医学書センター
ルミネ横浜店
STORY STORY YOKOHAMA
⼾塚モディ店
⼾塚駅地下売店
東急プラザ⼾塚店
トレッサ横浜店
たまプラーザテラス店
センター南駅店
アトレ川崎店
武蔵⼩杉東急スクエア店
新百合ヶ丘エルミロード店
藤沢店
リブックス藤沢店
藤沢本町トレアージュ⽩旗店
テラスモール湘南店
ららぽーと湘南平塚店
厚⽊店
ららぽーと海⽼名店

ミウィ橋本店
淵野辺店
ラスカ⼩⽥原店
北⾥⼤学売店医学書センター

［東京都］
グランデュオ蒲⽥店
アトレ⼤井町店
アトレ⽬⿊店
アトレ恵⽐寿店
STORY STORY
ヨドバシAKIBA店
錦⽷町テルミナ店
アトレ⻲⼾店
シャポー⼩岩店
ららぽーと豊洲店
町⽥モディ店
セレオ⼋王⼦店
YURINDO annex
ららぽーと⽴川⽴⾶店
アトレヴィ三鷹店

［千葉県］
アトレ新浦安店

店舗情報

店舗⼀覧

医学書センター

誠品⽣活⽇本橋

HIBIYA CENTRAL MARKET

習い事・楽器・楽譜

サービス

サービス情報⼀覧
カラーカバー
本の買取

通販する

通販サイトのご案内

本を探す・注⽂する

本の在庫検索
本の通販 HonyaClub
HonyaClubのご利⽤について
※法⼈・企業様向け
 本・CD・DVD購買サービ
ス

特典・コミック

特典・コミック情報⼀覧

サイン会・イベント

サイン会・イベント情報⼀覧

おすすめ

おすすめ商品
本の売⾏ランキング
お店のフェア情報
⽂具・雑貨情報
Twitterアカウント⼀覧

アルバイト

アルバイト情報⼀覧
新⼈スタッフの⼀⽇
先輩紹介

有隣堂の出版物

有隣新書
単⾏本

読む・⾒る

おすすめ本ご紹介ブログ
「本の泉」
隔⽉刊情報紙「有鄰」
YouTube
有隣堂しか知らない世界
YouTube
有隣堂Web

お知らせ  企業情報  お問い合わせ  個⼈情報保護  サイトマップ

https://www.yurindo.co.jp/store/honten/
https://www.yurindo.co.jp/store/honten-mbc/
https://www.yurindo.co.jp/store/yokohama-diamond/
https://www.yurindo.co.jp/store/yokohama-ekinear/
https://www.yurindo.co.jp/store/yokohama-comic/
https://www.yurindo.co.jp/store/yokohama-mbc/
https://www.yurindo.co.jp/store/yokohama-lumine/
https://www.yurindo.co.jp/storystory-yokohama/
https://www.yurindo.co.jp/store/totsuka-modi/
https://www.yurindo.co.jp/store/totsuka-chika/
https://www.yurindo.co.jp/store/totsukana/
https://www.yurindo.co.jp/store/tressa/
https://www.yurindo.co.jp/store/tamaplaza/
https://www.yurindo.co.jp/store/center/
https://www.yurindo.co.jp/store/kawasaki-atre/
https://www.yurindo.co.jp/store/musashikosugi/
https://www.yurindo.co.jp/store/shinyuri/
https://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/
https://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa-rebooks/
https://www.yurindo.co.jp/store/shirahata/
https://www.yurindo.co.jp/store/tsujido/
https://www.yurindo.co.jp/store/hiratsuka/
https://www.yurindo.co.jp/store/honatsugi/
https://www.yurindo.co.jp/store/ebina/
https://www.yurindo.co.jp/store/hashimoto/
https://www.yurindo.co.jp/store/huchinobe/
https://www.yurindo.co.jp/store/odawara/
https://www.yurindo.co.jp/store/kitazato-mbc/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-kamata/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-oimachi/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-meguro/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-ebisu/
https://www.yurindo.co.jp/storystory/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-akihabara/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-kinshicho/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-kameido/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-koiwa/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-toyosu/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-machida-modi/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-hachioji/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-hachioji-annex/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-tachihi/
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-mitaka/
https://www.yurindo.co.jp/store/chiba-shinurayasu/
https://www.yurindo.co.jp/store/
https://www.yurindo.co.jp/medical/
https://www.eslitespectrum.jp/
https://hibiya-central-market.jp/
http://www.ms-yurindo.jp/
https://www.yurindo.co.jp/service/
https://www.yurindo.co.jp/service/colorcover/
https://www.yurindo.co.jp/service/kaitori/
https://www.yurindo.co.jp/service/online-store/
http://book.yurindo.co.jp/
https://www.honyaclub.com/shop/default.aspx?isb=513882
https://www.yurindo.co.jp/service/honyaclub/
https://www.yurindo.co.jp/corporate/shogai_honyaclub/
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/comic/
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/event/
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/recommend/
https://www.yurindo.co.jp/ranking/week-all/
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/fair/
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/stationery/
https://twitter.com/Yurindo_store/lists/list1/members
https://www.yurindo.co.jp/parttimejob/
https://www.yurindo.co.jp/parttimejob/arbeit_shinjin/
https://www.yurindo.co.jp/parttimejob/arbeit_senpai/
https://www.yurindo.co.jp/yurin/sinsho/
https://www.yurindo.co.jp/yurin/tanko/
https://www.yurindo-izumiblog.jp/
https://www.yurindo.co.jp/yurin/
https://www.youtube.com/channel/UCmKlo3BXt60nzgk2r_JgvwQ
https://www.youtube.com/c/YURINDOwebsite/
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/info/
https://www.yurindo.co.jp/corporate
https://www.yurindo.co.jp/contact
https://www.yurindo.co.jp/privacy
https://www.yurindo.co.jp/storeguide/sitemap

