ＥＡＳＴ通信
No.2006-04 (2006.07.11)

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. 8/5.JPBDA.DANCE IN 浅草 2006 サマーダンスフェスティバル Ａﾘｰｸﾞ部締切日・7/22(土)必着
2. 8/27.第 9 回千葉県ダンススポーツ選手権大会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/3(木)必着

3. 9/10.ダンススポーツグランプリ in 仙台

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・7/25(火)必着

4. 9/17.JPBDA 西部主管.毎日杯スーパーダンスフェスティバル

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/10(木)必着

5. 9/24.JDC ジャパンオープン〔新高輪プリンスホテル飛天〕

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/21(月)必着

6. 10/8.JPBDA 公認 IDSF ﾕｰｽ 10 ﾀﾞﾝｽ・ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｱﾏﾁｭｱ選手権

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・9/1(金)必着

7. 10/15.三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権〔東京体育館〕・チラシ

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・9/8(金)必着

8. 10/29. 第 8 回東部ブロック選手権大会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・9/23(土)必着

9. JDSF 関係競技会日程表
10.2006.JDC 後期日程表
11.2006.JPBDA 後期日程表
12.技術講習会・JDSF 公認指導員 ABC 級研修会(費用は自動引落し)

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・7/24(月)必着

13.「DSCJ 会員」の競技会入場料への便宜について

有限責任中間法人･日本ダンス議会

14.8/5.東京都 DSC 大サマーダンスパーティのご案内

どなたでも参加自由

15.9/17.千葉県 DSC 講習会＆ダンスパーティー

どなたでも参加自由

16.9/18.JPBDA 東東京支部ダンス競技会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/25(金)必着

Star2006

神奈川県・広報誌かながわ

神奈川県のみ

千葉県・ﾊﾟｰﾃｨ ｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ及び三笠宮杯の協力お願い･ダンスファン年間購読 千葉県のみ
埼玉県・平成 17 年度埼玉 DSC 定期総会資料

埼玉県のみ

広告：ロビンフット

チラシ

ダンスダンスダンス

39

冊子

※ 事務センターの夏休みは、8/11(金)〜8/16(水)です。大会申込の締切りに注意して下さい。
※ 神奈川 DSC･千葉 DSC･茨城 DSC･埼玉県 DSC 所属の方は、次ページの☆ 各 DSC からのお知らせを必ずご覧下さい。

☆ 訂正
9. JDSF 関係競技会日程表の中で案内した大会の Ｃ・Ｄ級戦が取消し・変更になりました。
間違いのないようご注意下さい。
10/1・西部ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会(公認番号 061018) 大阪市中央体育館サブアリーナ
正：MⅠS MⅠL MⅡS MⅡL 50 歳・60 歳以上(ｶｯﾌﾟﾙのいずれか) 追加
誤： JCS JCL
JDS JDL
Ｃ・Ｄ級戦が取消し

☆ 内容
1.
2.

8/5.JPBDA.DANCE IN 浅草 2006 サマーダンスフェスティバル
8/27.第 9 回千葉県ダンススポーツ選手権大会

3. 9/10.ダンススポーツグランプリ in 仙台
4. 9/17.JPBDA 西部主管スーパーダンスフェスティバル
5. 9/24.JDC ジャパンオープン〔新高輪プリンスホテル飛天〕
6. 10/8.JPBDA 公認 IDSF ﾕｰｽ 10 ﾀﾞﾝｽ・ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｱﾏﾁｭｱ選手権
7. 10/15.三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権〔東京体育館〕
8. 10/29. 第 8 回東部ブロック選手権大会
16. 9/18.JPBDA 東東京支部ダンス競技会
Star2006
･ シラバスを同封致しましたので参照の上、DSCJ 標準様式・専用往復はがきその他、出場資格等を
確認の上、お間違いのないように申込み下さい。
9. 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
い致します。
10：11.
2006.JDC 後期日程表・2006.JPBDA 後期日程表
･ 現在予定されている競技会が記載されています。なお、今後の EAST 通信に注意し、シラバスを
取り寄せ確認して申込み下さい。
12. 技術講習会・JDSF 公認指導員 ABC 級研修会のお知らせ
･ 添付資料を確認し申込みして下さい。参加費用は口座引落しです。
13.「DSCJ 会員」の競技会入場料への便宜について
･ 有限責任中間法人・日本ダンス議会（ＪＤＣ）より案内がありましたので、参考にして下さい。
14. 東京都 DSC 大サマーダンスパーティのご案内
･ 東京ＤＳＣの競技会開催を記念し、サマーダンスパーティを開催致します。チケットの購入は、
添付資料をご覧になり、お誘い合わせの上ご参加ください。
15. 千葉県 DSC 講習会＆ダンスパーティー
･ 講習会は、他に類をみない豊富な講師陣が行き届いた講習を行います。みなさんが存分に踊れる
よう、アテンダント(リボンの騎士)優先席を設けます。千葉県トップ選手団のデモ、その後アテ
ンダント(リボンの騎士)も努めます。どなたでも参加自由ですので、奮ってご参加下さい。

☆ 各 DSC からのお知らせ
神奈川県 DSC
･ 2006 年度会費の徴収について(ご通知)
いつも神奈川県 DSC 事業等に積極的にご協力、ご支援、をいただきありがとうございます。
さて、昨年と同様に 2006 年度 (2006 年 1 月〜2006 年 12 月) の DSC 会費１名 500 円の徴収を７月
２７日(木)に各会員のご登録いただいています口座より自動引き落としさせていただきますので
ご通知いたします。くれぐれも残高不足等のないようお願いします。万が一残高不足等で引落し

ができなかった場合、DSC からの事務サービス等が提供できなくなりご迷惑をおかけしてしまう場
合もございますのでご理解とご協力を重ねてお願いいたします。
尚、ご不明な点、神奈川県 DSC へ協力等のお申し出等がございましたら事務局宛 FAX にお名前・
会員番号・連絡先を明記の上ご連絡下さい。
※ 神奈川県ダンススポーツクラブ（DSC）
※ 事務局長 日比野秀彦 ※ 連絡先 FAX 045‐584‐1891
◎ご報告
６月２４日(土)にダンススポーツ練習場「オトモン」で練習会を開催しましたところ９７名の
方々にご参加いただくことができました。ありがとうございました。
また改めてご案内をいたしますが、秋頃に同じ会場で練習会を開催いたしますのでその際は是非
ご参加ください。
千葉県 DSC
･ 千葉県ＤＳＣでは、会員の技術向上と親睦を図るため、および三笠宮杯チケット販売協力を目的
としてＤＳＣ応援団を結成するため、講習会とパーティーを企画いたしました。他都県ＤＳＣ会
員の参加も歓迎いたしますのでぜひご参加ください。（別紙添付のチラシご参照ください。）
･ 先日の総会で承認されましたとおり、千葉県ＤＳＣとしては三笠宮杯に協力いたします。千葉県
ＤＳＣ会員の皆様におかれましては、別紙①〜⑤いずれかの協力をお願い致します。
･「月刊ダンスファン」定期購読のご案内(別紙参照)しました。7/31 申込締切りです。千葉県ダンス
スポーツ連盟（FAX043‑290‑7068）ＦＡＸにて直接お申し込みください。
茨城県 DSC
･ 2006 年度 茨城 DSC 会費徴収について
昨年同様、2006 年 4 月 2 日に実施された茨城県 DSC 総会の決定に基づき茨城 DSC 会費を徴収いた
します。（正会員：一人あたり 1,500 円）会員の皆様から公正公平な会費徴収を行うために、Ａ
リーグ口座引き落としが実施されます。（口座引き落とし月日は７月２７日になります。６月末
時点の会員データベースを対象といたします。）ご理解をお願いいたします。
◎

茨城ＤＳＣ会費徴収に関する問い合わせは、茨城ＤＳＣ会長：広田までお願いします。
（電話 090‑6511‑9552）
埼玉県 DSC
･ 総会の議事録を別紙のとおり添付しました。埼玉県ＤＳＣ会員にとって重要な事柄が総会で決ま
りました。必ずお読みください。この議事録について、ご質問等がある会員は、埼玉県ＤＳＣ長
池田一弘まで、なるべく文書でお願いします。連絡先、〒330‑0804 さいたま市大宮区堀の内 1‑328
･ 埼玉県 DSC 総会の決定に基づき、2006 年度 DSC 会費 1 名 500 円の徴収を 8 月 28 日（月）に、登録
口座より引落し致します。

☆ 事務センターからのお知らせ
① 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、Ａリーグ部及びサークルへ必ず両方に報告をお願い致します。

② 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。
･ 申込時に、不必要な返信用のハガキや封筒が同封された場合には、破棄させて頂きますのでご了承
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。
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)
予定
確定

060704 現在ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
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. 7.23

10〜16

三重県

ジェフリーすずか

○ ○○ ○ ○○

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. 6

10〜16

富山県

富山市総合体育館

○ ○○ ○ ○○

確定 06. 8.13

10〜16

静岡県

グランシップ

○ ○○ ○ ○○

確定 06. 8.20

10〜16

北海道

釧路市生涯学習センター

○ ○○ ○ ○○

確定 06. 8.20

9〜16:30

茨城県

ワークプラザ勝田

○ ○○ ○ ○○

確定 06. 8.26

10〜16

愛知県

名古屋市公会堂

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

○

○

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

○ ○○ ○ ○○

確定 06.10.14

10〜17

山梨県

山梨県青少年センター、リバース和戸館

○○ ○ ○○

多目的ホール

○ ○○ ○ ○○

第二体育室

【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。
：申込書と一緒に現金を同封して来る方がいますが、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。

※

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

