
 

                                                                                                                                

EAST 通信  

1. 1/8.ハッピーニューイヤー・ダンスフェスティバル Ａﾘｰｸﾞ部締切日・12/13(水)必着 

2. 2/11.JDSF2007 年中部ﾌﾞﾛｯｸ・全日本選手権 10 ダンス大会 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・1/13(土)必着 

3. 3/18.東京インターナショナルオープン選手権大会〔幕張メッセ〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/5 (月)必着 

4. 3/21.JPBDA アジアンワールドスターズダンススポーツ Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/20(火)必着 

5. 1/14 埼玉県南支部主催ダンススポーツ大会 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・12/8 (金)必着 

6. DSCJ 標準様式(B5) 未記入申込書 

7. JDSF 関係競技会日程表 2007 メイン競技会 

8. JDC.2007 前期日程表(予定) 注：変更がある可能性あり 

9. JPBDA.2007 前期日程表(予定) 注：変更がある可能性あり 

10.2007 年～2009 年グランプリ・派遣選考会予定  

11.三笠宮杯選抜戦のお知らせ  

12.新規・2007JDSF 公認指導員選考試験 受験募集のご案内 先着順･満員になり次第締切り 

東京都 DSC（総会通知、役員募集、お知らせ）  

神奈川県 DSC 総会通知と 2006 技術研修会 その他  

千葉県 DSC 総会通知  

広告 ロビンフット  

JDSF 協賛 メガネスーパー  

春夏秋冬 NO.49  NO.50 東京都 DSC のみ 

ダンスダンスダンス 41  

 

Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/28(木)～1/8(月)です。申込等は 

12/26 到着のもの迄を年内受付とし、それ以降に届いたものに関しては、07/1/9 受付 

となり､競技会によっては受付不可となる可能性がありますのでご注意下さい。 
   

☆ 内容 

1. 1/8.ハッピーニューイヤーB･C･D 級・ダンスフェスティバル 

2. 2/11.JDSF2007 年中部ブロックダンススポーツ選手権・全日本選手権 10 ダンス大会 

3. 3/18.東京インターナショナルオープン選手権大会〔幕張メッセ〕 

4. 3/21.JPBDA アジアンワールドスターズダンススポーツフェスティバル 

5. 1/14 埼玉県南支部主催ダンススポーツ大会 

･ シラバスを同封致しましたので参照され、出場資格等を確認の上申込み下さい。申込書・ 

出場料は、大会毎に違う場合がありますので同封の資料を確認して下さい。 

  ･ 未記入の DSCJ 標準様式(B5 申込書) 〔6.を参照〕同封致しましたので、コピーをしてご利用

下さい。 

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   
No.2006-06 (2006.11.28) 〒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 



 

◎07/1/8.ハッピーニューイヤーB･C･D 級・ダンスフェスティバルの申込方法 

･ B･C･D 競技会の申込方法：12/13Ａリーグ部締切り、B/C/D 級戦は専用往復はがきでＡリーグ 

部事務センターに申込し、費用は当日払いです。 

･ ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの申込方法：ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰ･ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ申込書が同封されておりますので、必 

ずこちらを使用して下さい。申込は直接個人でタマオキトモヒロ 

ダンススクールにお願い致します。 

 

◎追記 07/1/14.JDC すみだダンススポーツ競技会･ シラバスは同封しておりません。シラバ

ス(大会要項)については、8.JDSF 関係競技会日程表や JDSF ホームページにて出場資格等を確

認し、年内 12/22(金)迄に必ず申込みして下さい。 
◎平成 19 年からＪＤＣ西部総局主催の競技会の申込方法が変わります。(直接個人申込) 

１) 競技会申込方法 

往復はがきに所定の事項を記載しＪＤＣ西部総局事務局に、直接個人申込する 

２) 競技会申込締切 

競技会開催の３週間前 

３) ｴﾝﾄﾘｰ料の支払方法 

競技会当日、受付時に現金で支払う 

４) 問合せ先  

ＪＤＣ西部総局事務局 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 2 丁目北 2-26 ﾏﾙｻﾝﾋﾞﾙ７Ｆ  City ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ内 

電話/FAX 06-6354-6633 

※ＪＰＢＤＡ西部総局主催の競技会の申込方法は従来通り、競技会開催の４週間前に往復はがきに所定の

事項を記載し東部ﾌﾞﾛｯｸＡﾘｰｸﾞ部事務ｾﾝﾀｰに郵送して下さい。ｴﾝﾄﾘｰ料は口座引落です。 

※ＪＤＣ西部総局主催の競技会 申込はがきの書き方 

  *スタンダードとラテンは別のハガキで申し込んでください。 

  *上位挑戦は同じハガキでかまいません。 

  *エントリー締め切り後のキャンセルは、当日欠場扱いとなります。 

  *返信面の裏面は印刷いたしますので白紙のまま申し込んでください。 

 

     郵便往復はがき 

 

返信 

 

 

 

 

 

 

         

    JDC 競技会出場申込み 

大会名 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

開催日  ＊＊月＊＊日 

会場名 ＊＊＊＊＊＊ 

区分 No     ＊ 

競技名  ＊級Ｓ又は＊級Ｌ 

種目  ＷＴＦＱＶＳＣＲＰＪ 

リーダー名（フリガナ） 

パートナー名（フリガナ） 

JDSF 選手認定証のコピー添付 

（ノービス級の方は必要ありません) 

連絡先住所・電話番号 



 

6. DSCJ 標準様式 

･ 未記入の DSCJ 標準様式(B5 申込書)を同封致しましたので、コピーをしてご利用下さい。 

 

7. 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(大会要項)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(大会要項)）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。 

 

8. 9.  JDC. JPBDA. 2007 前期日程表(予定) 

･ 現在予定されている競技会が記載されています。なお、未定の部分がありますので今後の 

EAST 通信に注意し、シラバス(大会要項)を取り寄せ確認の上申込みして下さい。 

 

10. 2007 年～2009 年グランプリ・派遣選考会予定 

･ 3 年分の予定ですので、大切に保管して下さい。 

 

11. 三笠宮杯選抜戦のお知らせ 

･ 2007 年度よりダンススポーツグランプリでの招待選手制度が廃止され、賞金が増額されます。

三笠宮杯全日本選手権の出場はブロック選抜となります。添付資料を参考にして下さい。 

 

12. 新規・2007JDSF 公認指導員選考試験 受験募集のご案内 

  ･ 別紙を確認の上申込みして下さい。Ａリーグ部締切りは 1/9(火)ですが、主催者は先着順 

70 名になり次第締切りですので、早目に申込用紙の請求をして下さい。 
   
☆ 各 DSC からのお知らせ 

東京都 DSC 
１．東京都 DSC 総会通知： 

日時：2007 年２月３日（土）９：３０－１１：００ 
場所：北区赤羽北ふれあい館（JR 埼京線北赤羽 赤羽口下車１分） 
議案詳細は１月の EAST 通信に同封します。2007 年度事業計画は競技会やパーティも含め
て積極的な活動を予定しており、前回総会結果のお知らせの通り次回三笠宮杯入場券一人
1枚販売活動なども含まれております。皆様の積極的なご出席をお願いします。 

２．東京都 DSC 役員募集： 
積極的に活動を行うため運営に当たる理事・監事希望者を募集します。12 月 29 日までに
東京 DSC 事務局に E-mail(tokyo-dsc@jdsf.or.jp宛)にて、推薦者名（会員 1名）を付して
役員立候補と題し、理事・監事の別、ご芳名、JDSF 会員番号、住所、電話・FAX 番号、携
帯番号、E メールアドレスをご一報下さい。E メールでの会議を前提としています。2007
年 2 月 3 日の総会にご出席いただき、そこで最終決定となります。 

 ３．東京 DSC よりお知らせ：（別紙参照） 
 

 

神奈川県 DSC  

１．神奈川県 DSC 会費徴収について：   
DSC 会費が、今年度も次の通り引落しとなりますのでお知らせいたします。引落金額は 



 

1 人 500 円(カップル 1,000 円)となります。(詳細は別紙参照) 
引き落とし時期は 2007 年 3 月末日ごろですので事前に口座残高のご確認をお願いします。 

２．06 年 12 月 9 日(土)技術研修会の案内： (詳細は別紙参照) 
３．07 年 2 月 24 日(土)神奈川県 DSC 総会通知： (詳細は別紙参照) 
 
 

千葉県 DSC 

 [千葉県ＤＳＣからのお知らせ] 
１．平成１８年度千葉県ＤＳＣ定例総会（詳細別紙参照） 
  2007 年 1 月 14 日(日)10:30～12:00 船橋アリーナ大会議室 
２．千葉県ＤＳＣダンスパーティー 
  2007 年 1 月 14 日(日)13:30～16:30 船橋アリーナ多目的室 
  会費：前売 1500 円、当日 2000 円 
総会では、役員改選、ＤＳＣ会費徴収、行事への協力など重要事項の審議がありますので必

ずご出席ください。総会終了後、千葉県ＤＳＣパーティーを行いますのでご都合のつく方は

ぜひご参加ください。また、パーティーでのアテンダント（男性のみ数名、採用者は規定の

日当支給）を募集いたします。 
ご希望の方は田口（０９０－８８０９－２３２８）までお問合わせください。 

 
☆ 事務センターからのお知らせ 

① 大会の欠場届けについて 

･ 大会の直前になって、Ａリーグ部事務センターの留守電に欠場の連絡を入れないようにお願い

致します。主催者に直接 FAX などで連絡をして下さい。欠場や取消しをしても、納めた費用の

返金はありません。当日払いで欠場の場合には、主催者より請求がありますのでご了承下さい。 
 

② プロ主催（JDC・JPBDA）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。 
･ 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、

そのまま郵送にて返却されますのでご注意下さい。 

 

③ 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・返信用ハガキを準備し、切手

代、封筒代、ハガキ代などの、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、処分させて頂きます 



 

のでこの点もご了承下さい。 

 

④ 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した場合、サークル登録の方はサークル

へ届けのみではなく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。ＤＳＣ

登録のみの方はＡリーグ部事務センターまで連絡をお願いします。 

 

⑤ 指導員研修会予定表 
● 指導員研修会の受講資格は指導員該当（競技力、普及の各Ａ、Ｂ、Ｃ級）資格を保持され

ている方です。 

● 研修会申し込みは事務センターあて（開催三週間前必着）ＦＡＸにて〔対象研修会名・会

員番号・お名前・現指導員資格〕を記入の上、お願いいたします。 
● 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。 

平成 18年度研修会   

研修対象 

競 技 普 及 
予定 

確定 
開催日 時 間 開催県 場 所 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

確定 06.12. 2  13～18   長野県  松本市総合体育館 サブアリーナ   ○  ○ ○ 

確定 06.12. 3  10～17   徳島県  北島町中央地区学習等供用施設  ○ ○  ○ ○ 

確定 06.12.10  10～16:30  群馬県  玉村町文化センター 小ホール   ○   ○ 

確定 06.12.10  10～17   大阪府  西成区民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

予定 調整中  未定   広島県  広島県内 ○ ○  ○ ○  

 

【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 
  

※ 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 

主催 締切日 出場料 申込用紙 申込用紙の送付先 

東部 JDSF 主催者（ｼﾗﾊﾞｽ）締切日の１週間前 口座引落し B5 の標準用紙 A リーグ 

東部 JDC 試合日の３週間前 当日 往復ハガキ A リーグ 

東部 JPBDA 試合日の３週間前 当日 往復ハガキ A リーグ 

西部 JDC 試合日の３週間前 当日 往復ハガキ JDC 西部 

西部 JPBDA 試合日の４週間前 口座引落し 往復ハガキ A リーグ 

注意】 例外もありますので、シラバスをよく確認してください!!   


