
グラビア特集
尼崎市立歴史博物館第7回企画展「ダンスホールのまち尼崎」主な展示資料から

ダンスパレスニュース第１号
阪神会館ダンスパレス発行
1934 年（昭和９）
永井良和氏所蔵

　小田村杭瀬に所在していたダンスパレスが 1934 年（昭和
９）12 月から月刊で発行していた広報紙の創刊号です。ダ
ンスパレスでの催しの案内や投稿記事、新人ダンサー紹介、
ダンサーの文芸作品紹介、関連企業の広告など多彩な紙面
となっています。本展が初公開となります。



ダンスパレスの外観夜景（上）とホール（下）
昭和初期　
平井英雄氏旧蔵

　ダンスパレス経営者であった平井正夫氏は、ダンスパレスに
関する写真を数多く残し、子孫に伝えました。この写真はその
うちの２点で、上は外観夜景、下は 1937 年（昭和 12）12 月
16 日に開催された “ コロムビア芸術家大会 ” の様子で、流行
歌手の霧島昇が歌唱しています。

昭和５・６年頃撮影

昭和 12 年撮影



１ 阪神国道開通と国道４ホールの開業
　1926 年（昭和元）12 月、阪神国道（現、国道２号）が開通し、翌昭和２年、大阪府内でのダン
スホール営業が禁止されました。阪神国道開通と大阪府内でのダンスホール営業禁止とが時期的に
重なったことにより、大阪に近い現尼崎市域の阪神国道沿線では、４つのダンスホールが相次いで
開業し、関西を代表するダンスホールのメッカとなりました。

表面部分

裏面部分

大日本職業別明細図 尼崎市街図（部分）
東京交通社出版
1936 年（昭和 11）
尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイブズ所蔵

　同地図のうち、阪神国道沿線をトリミングし国道４ホールを丸で囲みました。
西から見ると、尼崎ダンスホールが阪神国道から一筋南の阪神尼崎駅北に所在
し、キングダンスホール、ダンスパレス、ダンスタイガーの３ホールが阪神国
道沿線南側に並んでいることがわかります。また、裏面には尼崎の商工業者の
一覧が記載されており、国道４ホールも名称と電話番号が記載されています。



２ 国道４ホールの概要
　現在の尼崎市域では、1927 年（昭和２）に尼崎ダンスホールが開業したのがダンスホールの嚆矢
でした。その後、1929 年（昭和４）に阪神社交倶楽部杭瀬ダンスホール（後のダンスタイガー）、
翌昭和５年にキングダンスホール、阪神会館ダンスパレスが開業し、４ホール共に、国の命令によ
り全国のダンスホールが閉鎖された 1940 年（昭和 15）まで存続しました。

以下、煩雑を避けるため、主な所蔵者については略号で表記します。
*A: 尼崎市立歴史博物館　*B: 尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイブズ　*C: 永井良和氏

招待券 *A

ワンダンスチケット *B

(2) キングダンスホール（1930 ～ 1940）　

記念品（銅合金鋳物）*B マッチラベル *C

（1）尼崎ダンスホール（1927 ～ 1940）

ワンダンスチケット *B

ワンダンスチケット *C

壱回舞踏券　
1939 ～ 1940 年ごろ *C

招待券 *A

招待券 *A

ワンダンスチケット *C マッチラベル *C



(3) 阪神会館ダンスパレス（1930 ～ 1940）

マッチラベル *C

(4) 阪神社交倶楽部杭瀬ダンスホール（１９２９～１９３２）、ダンスタイガー（１９３３～１９４０）

入場券 *A

招待券 1929 年 *B

ダンスレッスンチケット *B

ダンスチケット *C

マッチラベル
 1938 ～ 1940 年 *C

入場券 *B ワンミュージックチケット *C

招待券 1932 年 *B ワンダンスチケット *B マッチラベル *B

ニュータイガー（大連）のワ
ンダンスチケット *C



３ 尼崎でのダンスホール雑誌発行
　尼崎では、『ダンスファン』と『ダンス時代』という２種類の社交ダンス雑誌が発行されました。
先行した『ダンスファン』誌は八木亮輔が編集し、1930 年から 1936 年まで発行されています。ま
た『ダンス時代』誌は、下村澪子が編集し 1932 年から 1938 年まで発行されました。どちらの雑誌
も、ほぼ尼崎が編集・発行の拠点となっていました。写真を多用した上質の冊子で、ダンス以外に
も音楽や映画、ファッション、文芸などの情報を伝えました。いずれも戦時下に刊行できなくなり
ますが、第二次世界大戦後に復刊しています。

『ダンスファン』創刊号 1930 年 *C 『ダンスファン』第３巻第１２号 1932 年 *C

『ダンス時代』創刊号 1932 年 *C 『ダンス時代』第２巻第１２号 1934 年 *C



４ 尼崎のダンスホールを彩る人びと
　ダンスホールの経営は、複数の出資者が資金を提供し、ダンス教師やホールのマネージャー経験のあ
る人物に現場を任せるかたちがとられました。あとになって、株式会社の形態をとるものもあらわれま
す。ここでは経営の表舞台に姿を現わし、経営者あるいは支配人として名のあった人を紹介します。国
道 4 ホールでは、杭瀬・パレス・タイガーにかかわった高橋虎男が出色の存在でした。尼崎の中屋敷岩
夫は地元の起業家、キングの石橋政治郎は大阪の旅館経営者、パレスの平井正夫は姫路の資産家でした。
　ダンスホールの主役はダンサー、それにミュージシャンです。ダンサーはきらびやかなイメージ
がある反面、主たる家計支持者になんらかの事情があった家族を支えるために働いたケースが大半
でした。技術と強い精神力がなければできない仕事だったので、職業婦人としての高い意識をもっ
ていました。また音楽家では、“ Ｊポップの父 ” 服部良一をはじめ、戦前・戦後の日本ジャズ・シー
ンをリードする多彩な人びとが国道 4 ホールを活躍の場に選んでいました

（1）経営者

高橋虎男（タイガー）
『ダンス時代』第４巻第１号 1935 年 *C

中屋敷岩夫（尼崎）
『ダンス時代』第２巻第 11 号 1934 年 *C

石橋政治郎（キング）
キングダンスホールの中庭にて

『ダンス時代』第３巻第９号 1935 年 *C

平井正夫（パレス）
* 平井英雄氏旧蔵



（2）ダンサー

河野銀子（パレス）
『ダンス時代』第 10 号 1933 年 *C 
肥田晧三／西村貴久男旧蔵

桂宮子（パレス）
レコード吹込みのころ

『ダンス時代』第２巻第９号 1934 年 *C

向谷玉枝（パレス）
『舞踏公論』第２巻第２号 1935 年 *C 
西村貴久男旧蔵

美鈴愛子（タイガー）
『舞踏公論』第２巻第２号 1935 年 *C 
西村貴久男旧蔵



（３）音楽家

服部良一（キング）
すでにプレーヤーよりも作曲家として
有名でした

『ダンス時代』第７号 1933 年 *C

藤山一郎
タイガーでの独唱会で『僕の青春』を歌う

『ダンスファン』第７巻第２号 1936 年 *C

梅澤清一（キング）の家族写真
ポール・ホワイトマンをまね、子ど
もを楽器に入れて撮影しました。
* 田中敬一氏所蔵

バンドネオンを弾く山本俊二（パレス）
山本は高価だったバンドネオンを入手し、タンゴの演
奏にもちいました。

『ダンスファン』第７巻第２号 1936 年 *C



（４）フロア風景

パリ・ムーランルージュ楽団のサヨナラ公演
（パレス）
『ダンスファン』第５巻第８号 1934 年 *C

フロアに勢ぞろいしたダンサー（キング）
『舞踏公論』第２巻第４号 1935 年 *C 
西村貴久男コレクション

クリスマスのようす（キング）『ダンス時代』第３巻第７号 1935 年 *C

揃いの白いドレスを着たダンサーの記念撮影
（尼崎）
1937 ～ 1938 年ごろになると戦時の飾りつけが
目立つようになります

『ダンス時代』第６巻第１号 1938 年 *C

尼崎４ホール国防婦人会発会式（パレス）
『ダンス時代』第６巻第１号 1938 年 *C


