
 

 ☆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。 
                                                  

EAST 通信  

1. 4/23 ダンススポーツグランプリ in 大阪･DSCJ 標準様式 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・3/28(火)必着 

2. 6/18JDC ジャパンカップ（アジア太平洋選手権派遣選考会）シラバスなし Ａﾘｰｸﾞ部締切日・4月末予定 

3. 7/16ダンススポーツグランプリ in静岡 シラバスなし Ａﾘｰｸﾞ部締切日・6月初め予定 

4. JDSF 関係競技会日程表  

5. JDC 前期日程表 変更あり再送 

6. JPBDA 前期日程表 変更あり再送 

7. 2005 年東部ブロックランキング  

8. 2006 年 JDSF 主催東部管内 A～D級戦のリスト  

9. 公認指導員養成講習会実施要領   

10.東京都 DSC・総会議事録 東京都 DSC のみ 

11.神奈川県 DSC の総会報告・広報誌かながわ３号 神奈川県 DSC のみ 

12.日本インター規定フィガーのレクチャー及び練習会 申し込みは東京 DSC へ 

※ 千葉県 DSC 総会通知 千葉県 DSC のみ 

春夏秋冬 東京都 DSC のみ 

広告・ロビンフット  

ダンスダンスダンス 38 冊子  

★ 内容 

 

 注意：Ａリーグ部を経由して出場申込み手続きを行う場合は、Ａリーグ部からの 
    指示がない限り絶対に出場料の振込みはしないで下さい。はがき・B5標準 

様式どちらの申込みでも、個人で振込をすることはありません。口座引落し
です。振込厳禁です。 

 
  シラバスの同封が間に合わない場合がありますので、お手数ですがＦＡＸ情報サービス 03-5434-7679・ 

Ａリーグ部事務センター・インターネット等でご確認をとり、出場申込をお願い致します。 

注意点：締切りは記載日より、Ａリーグ部は一週間前です。 

 

1. 4/23 ダンススポーツグランプリ in 大阪  ･ DSCJ 標準様式 

･ シラバスを確認の上、お申し込み下さい。締切りは 3月 28 日(火)です。 

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

に同封して下さい。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、その他の競技会にもコピーをしてご利用下さい。 
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2. 6/18JDC ジャパンカップ（アジア太平洋選手権派遣選考会）シラバスなし 

･ 今回はシラバスを案内する事が出来ませんので、ＦＡＸ情報サービス・Ａリーグ部事務センタ

ー・インターネット等でご確認をとり、出場申込をお願い致します。 

･ 6/18JDC ジャパンカップは、アジア太平洋選手権派遣代表選手の資格を獲得する大会です。 

･ 専用往復はがきに必要事項を記入し『会員登録証』のコピーを貼付の上、４月末位迄にＡリーグ

部事務センターまでお申込下さい。 

 

3. 7/16 ダンススポーツグランプリ in 静岡 シラバスなし 

･ 今回はシラバスを案内する事が出来ませんので、ＦＡＸ情報サービス・Ａリーグ部事務センタ

ー・インターネット等でご確認をとり、出場申込をお願い致します。 

･ 競技会出場申込書 ( DSCJ 標準様式 B5 )に必要事項を記入し、『会員登録証』のコピーを貼付し

て 6 月初め位迄にＡリーグ部事務センターまでお申込下さい。 

 

4.  5.  6.   JDSF・JDC・JPBDA 前期日程表 

･ JDSF 関係競技会日程表については事務センターに案内があったものを記載しており、後日の変更

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、また

は JDSF ファックス情報サービスなど参照をお願い致します。 

･ 各日程表(JDSF/JDC/JPBDA/メイン競技会)が逐次更新されますので度々お送りしますが、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。  
 

7.  8.  2005 年東部ブロックランキング・2006 年 JDSF 主催東部管内 A～C級戦のリスト 

･ 2005 年東部ブロックランキング集計が届きました。 

･ 2006 年 JDSF 主催東部管内 A～C級戦のリストが届きました。 

 

9. 2006 年度 JDSF 公認指導員研修会 

･ 2006 年度 JDSF 公認指導員研修会の東京都連のご案内です。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。 

 

 10.  11. 東京都 DSC・神奈川県 DSC・※千葉県 DSC 

 ･ DSC からの同封物です。各 DSC 会員のみお送り致します。 

 

 12. 日本インター規定フィガーのレクチャー及び練習会 

･ 毎年恒例となりました東京 DSC 主催の日本インター規程フィガー（タンゴ）のレクチャーと、

自由練習会です。東京 DSC 会員外も参加可能なのでふるってご参加ください。 
 

★ 各 DSC からのお知らせ 

埼玉県 DSC  総会のご案内 

開催日時  平成１８年５月２８日（日）午後１時から２時まで 
開催場所  埼玉県立県民活動総合センター内 セミナーホール２ 

（伊奈町小針内宿１６００ 電話０４８－７２８－７１１１） 
議   題  平成１７年度決算案、平成１８年度予算案等の質疑応答及び承認手続等 

 



 
★ 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(土)祭日～5/7(日)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 2006 年度『会員登録証』について（05 年迄は認定証及び会員証） 

･ 今年度『会員登録証』は 1/30 に送付致しました。まだお手元に届かない・級の間違い・生年月日 

 その他内容に誤りがある方は、ＦＡＸ及び文書にて至急ご連絡下さい。（生年月日は登録に必須）  

･ 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『会員登録証』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下さい。  
･ 05 認定証が貼ってある場合には、受付されずそのまま返送されますのでご了承下さい。 
･ 会費未納の方には『会員登録証』を送付致しておりません。 
･ 申込書と一緒に現金を同封又は現金書留を郵送して来る方がおりますが、Ａリーグ部事務センター

では、現金でのやり取りは一切できません。 Ａリーグ部事務センターに競技会の申込みをする場

合、JDSF 及び他ブロックの大会は、自動引落しとなりますので個人での振込はしないで下さい。尚 
東部ブロックのプロ主催の競技会は、一部オープン戦を除き、当日払いとなります。 

 
 会員登録証 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  

 

② 変更届けについて 
･ 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、必ず両方に報告をお願い致します。 

 

③ 領収書 

･ 領収書の発行は１月･７月の 2 回（無償発行）となっておりますが、特に希望する方にはサービス  

経費 1000 円／年を負担して頂くことで、月単位の都度発行に対応することとなっております。 
･ 05/7～05/12 月迄の半年分の領収書を、2/14 に発送致しました。この領収書のレイアウトに対し 

 一部より助言を頂きましたが、システムの都合上 現領収書にてご了承頂きますよう何卒よろしく

お願い致します。 

･ 次回は、7月頃に 06/1 月～06/6 月の発送予定としております。 

 

④ 事務局へのお問い合わせについて 

･ 事務センターではＥメールに対応できません。お問い合わせは原則としてFAX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のでご了承下さい。 
 

※ 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、必ずお読み戴きますようお願い致します。               以 上 


