ＥＡＳＴ通信
No.2006-03 (2006.05.10)

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
事務センター長 川戸誠道
〒141-0031 品川区西五反田 1-32-11 恒信ﾋﾞﾙ 602
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下さい。
EAST 通信
1. 6/18.JDC ジャパンカップ（アジア太平洋選手権派遣選考会） Ａﾘｰｸﾞ部締切日・5/22(月)必着
2. 7/2.第 10 回神奈川県ダンススポーツ選手権大会(競技会出場申込書同封) Ａﾘｰｸﾞ部締切日・5/25(木)必着
3. 7/16.ダンススポーツグランプリ in 静岡

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・6/10(月)必着

4.

9/17.JPBDA 西部主管 第 13 回スーパーダンスフェスティバル

シラバスなし

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/10(木)必着

5.

9/10.ダンススポーツグランプリ in 仙台

シラバスなし

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・7 月末予定

6.

9/24.JDC ジャパンオープン〔新高輪プリンスホテル飛天〕

シラバスなし

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8 月初め予定

7. 8/6.東京 DSC 主催競技会と前日パーティ 8/5 のお知らせ

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・6/29(木)必着

8. 6/24.神奈川 DSC 練習会のご案内

神奈川 DSC 以外の参加も OK です。

9. 7/8. 神奈川 DSC ダンスフェスティバル

神奈川 DSC 以外の参加も OK です。

10.JDSF 関係競技会日程表

06 メイン競技会

11.2006 年度 東部ブロック DSCJ 公認Ａ〜Ｄ級戦
12.第 8 回東京オープン・グランドスラム ビデオ共同購入のご案内
広告：ザ･ワールドスーパースターズダンスフェスティバル

申込書同封
毛塚ダンスアートアカデミー

神奈川県 DSC 7/2.第 10 回神奈川県大会 シラバス・出場依頼・地図 神奈川県 DSC のみ
千葉県 DSC 総会資料・広報誌

千葉県 DSC のみ

埼玉県 DSC 総会開催通知・委任状及び パーティ案内

埼玉県 DSC のみ･ﾊﾟｰﾃｨは他県参加 OK
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東京都 DSC のみ

☆ 内容
1. 6/18.JDC ジャパンカップ（アジア太平洋選手権派遣選考会）
･ シラバスを同封致しましたので参照の上、出場資格等を確認の上申込み下さい。ジャパンカップ
は、アジア太平洋選手権代表選考の大会です。出場料は口座引落しです。
2. 7/2.第 10 回神奈川県ダンススポーツ選手権大会
･ シラバスを同封致しましたので参照の上、出場資格等を確認の上申込み下さい。競技会出場申込
書(DSCJ 標準様式)は、3‑2 をコピーしてご使用下さい。出場料は口座引落しです。
3. 7/16.ダンススポーツグランプリ in 静岡
･ シラバスを同封致しましたので参照の上、出場資格等を確認の上申込み下さい。グランプリは
全日本ランキングポイント戦であり、シニア・ユース・ジュニア 10 ダンスは、いずれも世界戦
選考会です。出場料は口座引落しです。
･ 同封のシラバス上、締切りの曜日を間違えて案内を致しましたので、お詫び申し上げます。
正→6/10(土)・・誤(月)

4. 9/17.JPBDA 西部主管スーパーダンスフェスティバル シラバスなし Ａﾘｰｸﾞ部 締切日・8/10(木)必着
5. 9/10.ダンススポーツグランプリ in 仙台 シラバスなし
締切日・7 月末予定
6. 9/24.JDC ジャパンオープン〔新高輪プリンスホテル飛天〕 シラバスなし
締切日・8 月初め予定
･ 上記 4.5.6.についてシラバスはまだ届いておりませんが、申込み締切りが早いと思われますので、
予定に入れて準備をして下さい。
7. 8/6.東京 DSC 主催競技会と前日パーティ（8/5）のお知らせ
･ 東京 DSC 主催による競技会です。DSC ならではの企画を用意しますのでお誘い合わせの上ご参加
下さい。（ご案内状とシラバス参照）
8. 6/24.神奈川 DSC 練習会のご案内
･ 横浜「
オトモン」にて開催。Ａ級競技選手カップルによるワンポイントレッスン、ＤＳＣＪ公認審判員のコーチ
など勉強になります、参加をお待ちいたしております。
9. 7/8. 神奈川 DSC ダンスフェスティバル
･ （
旧名）横浜女性フォーラム戸塚にて開催、神奈川ＤＳＣ会員との親睦と交流内容は多彩です。
会費は２０００円です。 ご案内を参照の上参加をお願い致します。
10. JDSF 関係競技会日程表 06 メイン競技会
･ 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
い致します。
11. 2006 年度 東部ブロック DSCJ 公認Ａ〜Ｄ級戦
･ 2006 年 JDSF 主催東部管内 A〜C 級戦のリストが届きましたので、参考にしてください。
12. 第 8 回東京オープンのビデオ共同購入のご案内
･ ３月１９日に開催された、第８回ロヂャース杯争奪東京インターナショナルオープンのビデオ及
びＤＶＤが、（株）スタジオひまわりより販売されます。一般 5250 円（送料別）のところ、JDSF
では会員価格 4000 円（送料別）による共同購入を実施します。1 巻 約 120 分収録で、グランド
スラム スタンダードの準決勝･決勝、インターナショナルオープン ラテンは決勝 および 夫々の
オナーダンスを収録したものです。同封の購入申込書をご利用下さい。
お問合せ：社団法人日本ダンススポーツ連盟 ? 03‑5434‑5988 FAX 03‑5434‑5985
広告： 8/12(土).13(日)ザ･ワールドスーパースターズダンスフェスティバル
･ 世界最高峰のスーパースター12 組が勢揃い致します。JDSF 登録選手に限り立ち見券の特別割引が
あります。人数に制限がありますので、同封の案内を確認の上 6/30(金)迄に、毛塚ダンスアート
アカデミーに直接申込みをして下さい。

☆ 各 DSC からのお知らせ
神奈川県 DSC
･ 7/2.第? 回神奈川県大会 シラバス・地図を出場依頼と共に、再送致します。奮ってご参加下さい。
千葉県 DSC
･ 総会資料・広報誌をお送り致しますので、DSC 活動にご利用下さい。
埼玉県 DSC
･ 総会開催通知・委任状及び パーティ案内を埼玉県 DSC 会員のみお送りしました。
･ パーティは他県 DSC の方の参加もお待ちしております。
場所：埼玉県立県民活動総合センター(セミナーホール)
日時：平成 18 年 5 月 28 日(日) 午後 5 時より
金額：1000 円

☆ 事務センターからのお知らせ
① プロ主催大会の返信用ハガキの件
･ プロ主催の大会に於いて、返信用のハガキが届かないとの問い合わせが多数ありますが、返信は
プロの事務局より発送となります。Ａリーグ部事務センターでは、受付したかどうかの確認のみ
です。必ずプロ団体にも問い合わせをし、背番号・受付時間・費用の確認をして参加して下さい。
② 変更届けについて
･ 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 指導員研修会予定表
平成 18 年度研修会 （公認指導員規程：公認指導員研修会実施要領等が追加されています。）
予定
確定

研修対象
開催日

時

間

開催県

場

所

競

技 普

及

Ａ ＢＣ Ａ ＢＣ
確定 06. 5.28

10〜16

東京都

渋谷区スポーツセンター

確定 06. 7.29

9〜17

神奈川県

男女共同参画センター横浜

○ ○○ ○ ○○

確定 06. 8. 6

10〜16

北海道

東区民センター（予定）

○ ○○ ○ ○○

確定 06. 8.20

10〜16

北海道

釧路市生涯学習センター

○ ○○ ○ ○○

予定 06. 9. 3

10〜16

東京都

北区滝野川西区民センター

○

○

予定 06. 9.18

10〜16

東京都

西東京市スポーツセンター 第二体育室

○

○

予定 06.10. 8

9〜17

東京都

立川市紫崎市民体育館 第二体育室

予定 06.11. 3

10〜16

東京都

府中市立総合体育館 ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾎｰﾙ

○

○

予定 06.11.19

10〜16

東京都

町田市立総合体育館 小体育室

○

○

小体育館

○○

○○

○ ○○ ○ ○○

【通常の指導員研修会等に持参必要なもの】
※ 持参物･･･公認指導員証明書・指導員教程・筆記用具・服装ｼｭｰｽﾞ類はシラバスに従って下さい。
※ その他･･･ヒールカバーの着用・昼食各自で用意・研修費は未定

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。前もって振込が必要な大会は、すべて口座引落し
です。振込厳禁です。
※

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、必ずお読み戴きますようお願い致します。
以 上

