
 

                                                                                                                                

1. EAST 通信 事務センターからのお知らせ含む 

2. 4/24  JDSF ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 大阪･申込書 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・3/24(木)必着 

3. 4/10 第８回新潟県ダンススポーツ大会 (シラバスは配布しない)  Ａﾘｰｸﾞ部締切日・3/16(水)必着 

4. 5/22 JDSF ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 北海道   Ａﾘｰｸﾞ部締切日・4/15(金)必着 

5. 6/19  JDC ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ(アジア太平洋選手権派遣選考会) ｼﾗﾊﾞｽなし Ａﾘｰｸﾞ部締切日・未定 5 月初め 

6. JDSF 関係競技会日程表 最新の日付を参照 

7. 2005 DSCJ 公認全国メイン競技会日程      再送変更箇所あり 最新の日付を参照 

8. 2005 年 JDC 前期日程表             再送変更箇所あり 最新の日付を参照 

9. 2005 年 JPBDA 前期日程表            再送変更箇所あり 最新の日付を参照 

10. 平成 17 年国際競技会派遣選考競技会について  

11. 2005 年 東部ブロック DSCJ 公認Ａ～Ｄ級戦(予定) 再送変更箇所あり 最新の日付を参照 

12. 2005 年度 JDSF 公認指導員研修会  

13. 東京都総会報告・春夏秋冬 東京都 DSCのみ 

14. 神奈川県総会報告 神奈川県 DSCのみ 

15. ダンスダンスダンス 34 号 冊子 

☆内容  

2. 4/24 JDSF ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 大阪・申込書 

  ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 大阪のシラバスを確認の上、お申し込みください。締切りは 3月 24 日

(木)です。なお、申し込みの際には返信用封筒(80 円切手貼付・返信先明記-自分の住所)も必

要ですので、忘れず同封して下さい。競技会出場申込書(DSCJ 標準様式 B5)については、タイ

トル名・日付を記載していない申込書を同封致しますので、今後行われますｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 北海道

その他の競技会にもコピーをしてお申込み下さい。 

 

3. 4/10. 第８回新潟県ダンススポーツ大会 ｼﾗﾊﾞｽは入れておりません。 

    本大会主催者側より、〔昨年は 10/23 中越地震・7/13 水害等に関して、いろんな形でご支援

を賜ったこと厚く厚くお礼申し上げます。〕とお礼の文書が届きました。今年度は良い年とな

りますよう皆様のご協力の頂き、新潟大会を成功させる為お誘い合わせの上多くの方の出場を

お願い致します。(Ｂ･Ｄ･1～6 級ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗﾃﾝ両方競技があります｡) 締切日が 3/10 となって

おりますが、東部ブロックＡリーグ部会員は特別に締切日を 3/16 に伸ばして頂きました。 

シラバスは入れておりませんが、FAX サービス・Ａリーグ部事務センター等から、シラバス

を入手の上申込みをお願い致します。会場には 200 台程の無料駐車場があります。なお地図も

ありますので連絡頂けましたらお送り致します。 

 

4. 5/22 JDSF ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 北海道 

  ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 北海道について、シラバスを確認の上間違いのないようにお申込み下さ

い。締切りは 4 月 15 日(金)です。申し込みの際には返信用封筒(80 円切手添付・返信先明記-自
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分の住所)も必要ですので、忘れず同封して下さい。B5 標準様式は、2.のｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ in 大阪に入

れましたのでコピーをしてご使用下さい。 

 
5. 6/19  JDC ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ(アジア太平洋選手権派遣選考会) ｼﾗﾊﾞｽなし 

標記競技会の派遣代表選考は，JDC 東部総局主催ジャパンカップ 6 月 19 日(日)：イースト

21、この大会のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗﾃﾝ競技区分での成績上位選手は 2006 年開催アジア太平洋選手権派

遣代表選手の資格を獲得します。 

 

6. JDSF 関係競技会日程表 

今後変更などもあり得ますので、公式には JDSF ホームページ（http://www.jdsf.or.jpより

競技会日程、DSCJ 全シラバス）または JDSFの FAX 情報サービス(03-5434-7679)などの参照を

お願いします。                             日付の一番新しいのを参考にして下さい。  

 
7. 2005 DSCJ 公認全国メイン競技会日程 再送変更あり 

全国メイン競技会の中、JDC6/19 にアジア太平洋選手権大会派遣代表選手選考会と、JDC9/25

大会場所の案内が追加になりました。    日付の一番新しいのを参考にして下さい。 

 

8. JDC.2005 年前期日程表 再送変更あり 

   現在予定されている競技会を記載しています。なお、未定の部分がありますので今後の EAST

通信にご注意下さい。          日付の一番新しいのを参考にして下さい。 

 

9. JPBDA.2005 年前期日程表 再送変更あり 

          現在予定されている競技会を記載しています。なお、未定の部分がありますので今後の EAST

通信にご注意下さい。          日付の一番新しいのを参考にして下さい。  

 

10. 平成 17 年国際競技会派遣選考競技会について 

    2006 年の国際競技会派遣選手を選考する、主な大会の案内等が記載されておりますので、検

討のうえお申込み下さい。 

 

  11. 2005 年度 東部ブロック DSCJ 公認Ａ～Ｄ級戦(予定) 

    数件変更がありました、再度ご確認の上お申込み下さい。 

                                               日付の一番新しいのを参考にして下さい。  

12. 2005 年度 JDSF 公認指導員研修会 

        2 0 0 5 年度 JDSF 公認指導員研修会を東京都より連絡を受けましたのでご案内致します。すべてを網羅して

おりませんので記載案内のないものに関して、FAX 等でお問合せ頂ければお調べ致します。 

指導員資格 C 級→B 級への昇級試験は、8 月頃に予定あり｡B 級→A 級昇級試験は今年の予定なし｡  

 

13. 東京都総会報告・春夏秋冬  

 

14. 神奈川県総会報告 

 

 



 

15. ダンスダンスダンス 

 出版元の JDSF より 34 号表紙の一部に誤植（誤 October 正 January）のお詫びがありました。 

 
☆ 事務センターからのお知らせ  

 

       事務センターのゴールデンウィーク中のお休みは、4/29(金)～5/5(木)迄となって 

おりますので、申込みはお早目にお願い致します。                       

  

① 東京オープン出場選手の皆様へ（確認事項） 

皆様のお陰で、東京オープンと三笠宮杯は我が国を代表する立派な大会に育ちました。この

２大大会に対して、Ａリーグとしてこれまでチケット販売協力の意味で、Ｂ席券を団体購入し

て出場選手に配布しておりましたが、今年は財政逼迫の為に配布できません。世界のトップア

マが全力で踊るのを間近で見る機会はそうありません大変すばらしい大会ですので、会員一人

ひとりがこれら大会の集客に寄与して盛り上げていただきたく、特に入場券の購入・販売促進

にご協力いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

購入希望者は各県ＤＳＣ事務局、もしくはＡリーグ部事務センターまでお問い合わせください。 

 

② 各日程表(JDSF/JDC/JPBDA/メイン競技会)を度々送りますが、日付の一番新しいのを参考に 

し、古いのは破棄して下さい、残しておきますと間違いの元となりますのでご注意下さい。  
 

③ DSC からサークルへ移籍その他 
    DSC からサークルへ移籍・カップル変更・住所変更・氏名変更その他変更があった場合 

サークルへ届けを出される時、Ａリーグ部事務センターにも同じものを FAX・郵送をして 

下さい、Ａリーグ部事務センターのシステムも変更致しますので、よろしくお願い致します  
   

④ 2005 年度選手登録認定証について 

2005 年度選手登録認定証を、ｶｯﾌﾟﾙでの登録済み会員に 2/14 送付致しました。お手許に届い 

ていない方や認定証の内容に誤りがある方は至急Ａリーグ部事務センター迄FAXにてお問い合

わせください。また、認定証の紛失その他による再発行はカップルで 2,000 円の手数料が必要

な上、競技会申込み時に支障をきたす場合もありますので、保管には充分気をつけてください。

なお、サークルに所属されている方はサークルから認定証が配布され、Ａリーグ部事務センタ

ーからは送付されませんのでご注意ください。  

会費未納・生年月日未届けの方(JDSF 登録に必須)には認定証を送付しておりません。 

 
  認定証の記載内容に、変更が生じた場合は再発行手数料として、一枚につき 1000円 

（カップルで 2000 円）必要となりますのでご了承下さい。 

例 紛失・カップル変更・所属サークルや DSC 変更・年齢訂正・氏名変更・その他 

   
⑤ 返信用封筒を同封しなかった場合の取扱について 

競技会により、申込時に返信用封筒の同封が求められているものがありますが、返信用封筒

の同封が無い場合には、事務負担軽減の為、事務センターで返信用封筒を作成し、切手代、封

筒代、作成手数料として 300 円を口座引落としで徴収しておりますのでご了承ください。また、



 

必要のない返信用封筒等が事務センターに送られてきた場合には、処分させていただきますの

でこの点もご了承下さい。 
 
 

※ Ａリーグ部事務センター・受付締切日・申込用紙の違い 

        JDSF 主催大会は B5 標準様式 ・・・・主催者締切日の 1 週間前 (約 5 週間前) 

            JDC 主催大会は専用往復ハガキ ・・・試合日の３週間前厳守 

            JPBDA 主催大会は専用往復ハガキ ・・試合日の３週間前厳守 

 

※  EAST 通信が届いているﾘｰﾀﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰさんにお願い致します、ご自分の相手に必ず 

EAST 通信を見せてあげて下さい、申込み等もお二人で検討されお間違いのない 

ようお願い致します。 

 

☆ ＥＡＳＴ通信は２ヶ月に一度位の発送を予定しています。皆様にとって重要な情報が記載さ

れておりますので、よくお読み戴きますようお願い致します。        

            以 上

  


