ＥＡＳＴ通信
No.2005-03 (2005.04.27)

社団法人日本ダンススポーツ連盟
東部ブロックＡリーグ部 事務ｾﾝﾀｰ
TEL 03-3495-1700 FAX 03-3495-1701

☆今回は、下記の資料などを同封しました。内容についてご確認ください。
1. EAST 通信

事務センターからのお知らせ含む

2. 6/19.JDC ジャパンカップ･グランプリ 2005

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・5/12(木)必着

3. 7/3.第 9 回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・5/26(木)必着

4. 7/17.ダンススポーツグランプリ in 静岡(B5 標準様式)

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・6/11(土)必着

5. 9/11.JPBDA スーパーダンスフェスティバル選手権大会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/4(木)必着

6. JDSF 関係競技会日程表

裏面 05 ﾒｲﾝ競技会あり

7. 領収書のＡリーグ部事務サービス変更について

領収書の件

8. 広告･ザ･ワールドスーパースターズ立ち見券のご案内

毛塚ダンスアートアカデミー主催

9. 広告･三脚式ドレスラック

平川製作所

10.広告･ダンスドレスオーダー販売

ドレス工房つきおか

11.春夏秋冬 44 号

東京都 DSC のみ

☆内容
2. 6/19.JDC ジャパンカップ･グランプリ 2005
標記競技会は、アジア太平洋選手権代表選考の大会です。専用往復ハガキに必要事項を記入
し、2005 全日本アマチュア統一級認定証のコピーを貼付してＡリーグ部事務センター宛て送付
して下さい。詳細はシラバスを参照して下さい。
3. 7/3.第 9 回神奈川県ダンススポーツ選手権大会
「速報！！ 7/3 神奈川選手権の１位 ３０，０００円 ２位 ２０，０００円 ３位 １０，０００円の
奨学金が出ることが決定しました。」 JDSF 標準様式〔競技会出場申込書〕に必要事項を記入し、2005
全日本アマチュア統一級認定証のコピーを貼付してＡリーグ部事務センター宛て送付して下
さい。詳細はシラバスを参照して下さい。(B5 標準様式はグランプリ in 静岡用をコピーの上ご
利用下さい。)
4. 7/17. JDSF2005 ダンススポーツグランプリ in 静岡
JDSF 標準様式〔競技会出場申込書〕に必要事項を記入し、2005 全日本アマチュア統一級認
定証のコピーを貼付してＡリーグ部事務センター宛て送付して下さい。詳細はシラバスを参照
して下さい。JDSF 標準様式〔競技会出場申込書〕は、コピーしタイトルを書き換えて神奈川
県ダンススポーツ選手権にもご利用下さい。併催競技(昇降級なし )が下記の通り開催されます
ので、奮って参加して下さい。
〔2006 年世界シニアスタンダード選手権選考会・全日本選手権ユース・全日本選手権ジュニア 10 ダンス〕

5. 9/11.JPBDA 第 12 回スーパーダンスフェスティバル選手権大会
オープン戦は、招待・シード選手に対して出場料の免除その他あります、該当者はシラバス
を参照して下さい。専用往復ハガキに必要事項を記入し、2005 全日本アマチュア統一級認定証
のコピーを貼付してＡリーグ部事務センター宛て送付して下さい。詳細はシラバスを参照して
下さい。 今回の出場料は、すべて当日受付にて個人で支払いとなります。

6. JDSF 関係競技会日程表
現時点で事務センターにシラバスの案内があった競技会のみ記載をしております。そのため
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。
7. 領収書のＡリーグ部事務サービス変更について
口座引落金額のお知らせ(領収書)の発行頻度の変更（7 月より実施）です。ご希望の方は申
込用紙を添付致しましたので、申込用紙にご記入の上ＦＡＸもしくは郵送にて申し込みをして
ください。 2005 年度は残り半期なので申込みをした会員に対し、500 円を 8 月に引落しの予定です。
8. 広告･ザ･ワールドスーパースターズ立ち見券のご案内
JDSF 選手登録をしている選手は立ち見券の購入時、認定証の提示(コピー)をすれば割引され
るそうです。広告を良くご覧になり、直接毛塚ダンスアートアカデミーに申込みをして下さい。
9. 広告･三脚式ドレスラック
10. 広告･ダンスドレスオーダー販売
11. 春夏秋冬 44 号

☆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 JDC 競技会日変更・公認番号・050615
平成 17 年 7 月 3 日→平成 17 年 6 月 26 日 に変更となりましたのでご注意下さい。専用往復
ハガキに必要事項を記入し、2005 全日本アマチュア統一級認定証のコピーを貼付してＡリー
グ部事務センター宛て送付して下さい。場所・競技内容等その他変更ありません、昇降級あ
り服装は準正装・平服とありますので、FAX サービス等を利用し、確認の上出場して下さい。
開催日・・・・平成 17 年 6 月 26 日
場所・・・・・立川市柴崎町市民体育館
競技名略称・・JCS.JCL.JDS.JDL.J1S.J1L.J2S.J2L.J3S.J3L
② 全会員の皆様へ

東京 DSC 主催の講習会付練習会のお知らせ

日時

平成１７年５月８日（日）

場所

品川保健センター（京浜急行

講習

２：００から４：００

１：１５〜４：３０
新馬場駅北口）

北條章宏先生

今年の日本インター決勝戦規定ワルツベーシックを中心に

参加費

東京 DSC 会員無料他 DSC 会員と一般の方５００円

東京 DSC 会員は会員証をお持ちください。

お願い

突然の参加も歓迎いたしますが、椅子の準備の都合もあり、東京 DSC 会員で今後東京都理事会報

告等のニュースをメールで受信してもよい方は、参加の旨下記へメールでお名前と JDSF 会員番号を明記の
うえお知らせ下さると助かります。tokyo‑dsc@jdsf.or.jp

東京 DSC 会員の皆様へ

自由練習会（レクチャー付き）のご案内

東京ＤＳＣでは、会員の相互交流を目的にレクチャー付きの自由練習会を開催いたします。会員の方はど
なたでも結構ですので、是非ご参加ください。
①日時

７月９日（土）１８：００〜２１：００

②場所

浜田山会館

③会費

８００円

④講師

佐倉文彦（スタンダードＡ級

⑤問い合せ先

（１９時〜２０時はレクチャー）

東京都杉並区浜田山１−３６−３（井の頭線浜田山駅下車徒歩５分）
（東京ＤＳＣ会員以外は１，３００円）
三笠宮杯ファイナリスト）

佐野０９０−１２６３−４２３０

尚東京 DSC 理事会では今後も練習会を計画いたしますので多くの DSC 会員参加をお願いいたします。

東京 DSC 会員の皆様へ

第 25 回三笠宮杯チケット販売（購入）のお願い

本年 10 月 16 日に東京体育館で開催される三笠宮杯の入場券（B 席会員前売り券）を各会員が１枚づつ
販売する（あるいはご自分で利用する）運動を決議しました（配布済み東京 DSC 総会議事録参照）。なお、
今後は A リーグ出場選手に対する無料配布はなくなります。
A リーグ選手が主役となる競技会ですので、ひとりひとりの力を合わせて是非とも大会を盛り上げよう
ではありませんか！

＜今後の予定＞
1. 6 月末時点で東京 DSC 会員である方に 7 月配布の EAST 通信（予定）にてチケット送付
2. 7 月に口座引き落とし
3. A 指定席券へのグレードアップや追加購入ご希望の方は東京 DSC 事務局にご連絡いただく

③ 指導員講習会
※ Ｂ級昇級ご案内〔2005 年度 JDSF 公認指導員Ｂ級昇級｢講習会｣｢試験｣のご案内〕
講習会日程： 平成１７年７月３０日(土) 、３１日(日) の 2 日間
（10：00〜16：00 注意：遅刻･早退すると受講終了になりません）
試験日程 ： 平成１７年８月６日(土)
会場
： 調布市 味の素スタジアム体育館 (7/30.7/31.8/6)
受講料
： １０，０００円
募集人員 ： １００名（先着順、満員になり次第締め切ります）
受験資格 ： ①2001 年末までにＣ級指導員資格を取得した者
②Ｂ級指導員昇級講習会を受講していること
③所属する都道府県連盟が推薦し、ＪＤＳＦが認めた者
（2005 年度Ｂ級指導員昇級講習会実施要領、公認指導員Ｂ級昇級試験実施要領

参照）

申し込み締切：Ａリーグ部締切・平成１７年６月２０日（月）までに連絡がありましたら
申込資料をお送り致します、定員がありますのでお早目に連絡下さい。
※ 前回 EAST 通信 2005‑02 で案内の日程表に、追加 がありましたのでお知らせ致します。
◎ 6 月 12 日(日)10：00〜16：00 定員 80 名
板橋区立高島第二小学校 体育館
板橋区高島平 2‑25‑1(都営三田線 高島平駅 下車徒歩１分)
普及.競技力? 級が対象

◎

講習会で一般的に必要なものを下記に記しておきますので、参考にして下さい。
持参する物･･･公認指導員証明書・指導員教程・筆記用具・実技のできる用意・ﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞ・ｽﾘｯﾊﾟ
その他･･･ヒールカバーの着用・昼食各自で用意・研修費.未定

④ DSC からサークルへ移籍その他
再掲載.前回 EAST 通信 2005-02
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、両方にお願い致します。
⑤ 海外競技会への出場について
再掲載.前回 EAST 通信 2004-07
＜出場可否確認について＞
IDSF 公認または ADSF 公認とうたわれていない大会に出場しないようにしてください。出
場した場合は、IDSF または ADSF より罰則が適用される恐れがあります。（全英選手権など
一部出場しても罰則が適用されない大会もありますので、個別の確認をお願いします。）
具体的に出場を検討している大会がある場合については、事務センターまで FAX にてお問
い合わせくだされば JDSF の国際本部に確認のうえ、FAX にて回答します。また、JDSF の FAX
サービスに掲載されている大会については出場可能なものばかりですから、一度そちらもご
覧いただきますようお願い申し上げます。(FAX 番号は 03‑5434‑7679)
＜海外競技会出場届けについて＞
手引書に掲載されていますが、掲載場所が分からない場合は再度連絡を頂ければ、当方よ
り用紙を FAX または郵送します。また、JDSF の FAX サービスにも掲載されています。必要な
時に取り寄せてください。(番号は 03‑5434‑7679・取り寄せ番号は 800013)
⑥ 競技会申込書の記載不備等について
再掲載.前回 EAST 通信 2004-04
競技会出場申込に際し、認定証の貼り忘れ・大会名の不記載・出場不可区分への申込等が大
変多くなっております。これらについて、の確認や連絡は事務センターの執務時間内(11 時〜
17 時)に行いますが、連絡が取れないことが多く大変困っています。電話番号を変更した方や
携帯を持っている方は申込用紙に記載して頂くか、ＦＡＸ等で事務センターまでお知らせ下さ
い。 また記載不備により、受付ができなかった往復ハガキの申込については、返信部分をそ
のまま郵送して返却致しますのでご了承下さい。
⑦ 事務局へのお問い合わせについて
事務センターではＥメールによるお問い合わせに対応できません。お問い合わせは FAX など
の書面でお願いいたします。
〔 電話は留守電応答になっておりますが、聞き取れない場合が多いので、会員 NO と電話番号を
はっきり録音して下さい。聞き取れない場合はご返事ができません。〕
※ 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

