ＥＡＳＴ通信
No.2005-05 (2005.09.14)

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

摘要

2. Ａリーグ部登録内容確認書.Ａ４ピンク色紙

提出締切日・10/31(月)

3. 2006 年度 継続登録の手引き

2006 年度用

4. 11/6 第 7 回東部ブロック選手権大会＆ジュニア選手権

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・9/26(月)必着

5. 11/27 ダンススポーツグランプリ in 大分

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・10/20(木)必着

6. 12/4 第 13 回都道府県対抗全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・11/4(金)必着

7. 競技会出場申込書(DSCJ 標準様式)

4.5.6 にご使用下さい。

8. JDSF 関係競技会日程表

裏面 05 ﾒｲﾝ競技会あり

9. 2006 年度 DSCJ 公認全国メイン競技会日程(予定)

2006 年度用

10.Ａリーグ部事務サービスに関する領収書発行ついて

毎月領収書が必要な方へ

11.月刊『ダンスビュウ』定期購読申込みのお知らせ

直接 [東京都連盟事務局] へ申込

12.デザインルーム中川

広告

13.ダンスダンスダンス 36 号

冊子

☆ 内容
2. Ａリーグ部登録内容確認書（重要）
･ 同封の登録内容確認書をご覧頂き、訂正事項などがあれば必ず赤字修正して下さい。
･ 登録内容に訂正のある方、および 2006 年度にＡリーグ部継続登録をしない会員は、必要事項
を明記の上、必ず登録内容確認書を FAX 又は 郵送して下さい。
･ 退会及びカップル変更の日は届いた日付としますので、年度末退会・年度末カップル変更を希
望の場合枠外でも結構ですので、大きく年度末退会・年度末カップル変更希望と記して下さい。
･ 上記の申請締切りは１０月３１日（月）事務センター必着とします。以後の変更・取り消しな
どには原則として、応じられません。(継続登録後退会となりますので、年会費の返還ができません。)
･ 今回の登録内容確認書は、9/8 作成のため、それ以降に届いた変更は本確認書には反映されて
おりません。大変お手数ですが確認のために赤字訂正をお願いいたします。
★ 例年どおり、期日までに申し出が無い場合は、現在の登録情報のまま継続登録を行うものと
して取り扱われます。
3. 2006 年度の継続手続きの方法（NO３.2006 年度 継続登録の手引きをご参照下さい）
･この継続登録は、都県 DSC を通じた JDSF 会員登録・選手登録、および A リーグ部サービス登録
の継続を行うものです。
・JDSF 認定サークルを通じて JDSF 会員登録・選手登録している会員は、Ａリーグ部継続登録と
は別に、必ず所属サークルを経由して JDSF 選手登録手続をしていただく必要があります。所
属サークルからの登録を忘れた場合には、2006 認定証が発行されず競技会出場が出来ません。
･ 届出口座の解約・元の相手の口座・残高不足・その他事情によって集金代行ができない場合に
は、2006 年度認定証送付の遅延や、試合の申込みが出来なくなりますのでご確認下さい。
4. 11/6 第 7 回東部ブロック選手権大会＆ジュニア選手権

･ シラバスを同封致しましたので、参照の上申込みして下さい。区分 1.2 は東部ブロックランキ
ング対象競技であり、賞金も出るそうです。団体戦もありますので奮ってご参加下さい。
5. 11/27 ダンススポーツグランプリ in 大分
･ シラバスを同封致しましたので、参照の上申込みして下さい。グランプリ in 大分大会の中で
下記区分は、世界選手権代表派遣選考競技です。出場資格等を確認の上申込み下さい。
１区分・2006 年 IDSF ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ世界選手権 代表選考会
２区分・2006 年 IDSF ｼﾆｱﾗﾃﾝ世界選手権 代表選考会
6. 12/4 第 13 回都道府県対抗全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会
･ シラバスを同封致しましたので、参照の上申込みして下さい。団体戦は、各都道府県連盟が取
りまとめを行なっておりますので、各連盟お問合せ下さい。
7. 競技会出場申込書(DSCJ 標準様式)
･ 今回案内のシラバス３件、申込みは DSCJ 標準様式です。タイトル未記入の DSCJ 標準様式を、
同封致しましたのでコピーしてご利用下さい。
8. JDSF 関係競技会日程表
･JDSF 関係競技会日程表については事務センターにシラバスの案内があったものにつき記載をし
ており、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 ファックス情報サービス(03‑5434‑7679)など参
照をお願いいたします。
9. 2006 年度 DSCJ 公認全国メイン競技会日程(予定)
10. 領収書のＡリーグ部事務サービスに関する領収書発行ついて
･ 口座引落金額のお知らせ領収書の発行（1 月〜12 月迄）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下さい。
★ 2006 年度は１年分なので申込みをした会員に対し、1000 円を 12 月 27 日(火)に引落しの予定です。

☆ 事務センターからのお知らせ
申込書と一緒に現金を同封して来る方が多々いますが、Ａリーグ部事務センターは、現金での
やり取りは一切ありません。★現金は絶対におくらないようにお願い致します。
① 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、両方にお願い致します。
② 第３回 JDSF ダンススポーツコングレス.10/15(土)〜16(日)
三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会前日に、東京体育館サブアリーナにおいてコングレス
が開催されます。対象は JDSF 指導員・JDSF 審判員です。希望者には、案内と申込書を郵送致

します。申込みは直接 JDSF 事務局にして下さい。申込期限：2005/10/5 必着
・ 2005/10/15(土) 受付 12:30〜/コングレス 13:00〜17:30/懇親会 18:00〜20:00
会場：東京体育館サブアリーナ
・ 2005/10/16(日) 研修視察/三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会
③ JDSF 公認指導員保持者
指導員登録費の未納者及び研修会を受講忘れの場合は、指導員資格喪失になる恐れがありま
すのでご注意下さい。
④ 競技会出場申込の注意
競技会出場申込に際し、認定証のコピー(貼り忘れ／剥がれ落ちし再送のお願い／自分で作
成／貼る場所が違う／1 人分しか貼っていない) 大会名の不記載・出場不可区分への申込・は
がき１枚で２区分の申込みは不可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)に行なっています
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。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、返信部分のみを切り取り、そのまま郵
送して返却致しますのでご了承下さい。
⑤ 返信用封筒・ハガキ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・ハガキの同封が求められているものがありますが、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・ハガキを準備し、切手代、
封筒代、ハガキ代、作成手数料として 300 円を口座引落として徴収しておりますのでご了承下
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

