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TEL 03-3495-1700 FAX 03-3495-1701

☆重要な情報が含まれています。カップル登録の方は必ず組相手の方もご確認下さい。
EAST 通信
1.

Ａリーグ部登録内容確認書（Ａ４ピンク色）

提出締切日・10/31(水)必着

2.

2008 年度 継続登録の手引き

3.

11/18.東部ブロック選手権大会

4.

11/24.長野県ダンススポーツ大会 〔東部ﾌﾞﾛｯｸﾗﾝｷﾝｸﾞ対象〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・10/16(火)必着

5.

11/25.ダンススポーツグランプリ in 福岡〔クロスパルこが〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・10/24(水)必着

6.

11/25.DANCEIN 浅草 2007 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 〔本文のみ〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・10/27(土)必着

〔宇都宮市体育館〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・10/13(土)必着

11/25 浅草 2007、このシラバスは下記の広告に含まれています。

7.

11/25.埼玉県ダンススポーツ競技大会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・10/19(金)必着

8.

2008 年 DSCJ メイン競技会の予定

2008 年用

9.

JDSF 関係競技会日程表

10. 07 三笠宮杯選抜戦のお知らせ
11. DSCJ 選手登録と JDC 選手登録について（速報）

本文のみの速報（詳細は今後）

12. 神奈川県 DSC.指導員講習会.練習会案内
13. 各種変更届け（会員、選手、カップル登録申請書）

JDSF 登録申請書

14. ハガキの書き方（DSCJ 専用申込、往復はがき）
15. ＜2007 世界 10 ダンス選手権日本開催記念＞
JDSF オリジナルグッズ 予約販売のお知らせ

都道府県連盟用資料（参考）

広告.11/25DANCEIN 浅草 2007：1/14 ハッピーニューイヤー

Ａﾘｰｸﾞ締切日･10/27(土)：12/15(土)

広告.12/1.2 台北 IDSF グランドスラム.日新航空サービス(株) 出場締切・10/29(月)
ダンスダンスダンス 44 号

冊子

☆ 内容
1. 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 2008 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申請締切日までに 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。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。
･ 全国会員の昇降級コンピュータ処理のため、上記の申請締切りは 10 月 31 日(水)事務センター
必着となります。以後の変更・取り消しなどには原則として翌年扱いになります。(申請締切
後の退会は、継続登録後の退会扱いとなりますので、年会費の返還ができません。)
･ 今回の登録内容確認書は、９月１２日作成のため、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再度訂正の上送付して下さい。
･ 事務センターから、緊急で問い合わせが必要な場合、携帯の登録がなく連絡がとれません。
カップルのうちどちらかお一人でも結構です、緊急時の為に登録をお願い致します。

★ 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。〔 2008 年度年会費は 11 月 27 日(火)に引落されます〕
2. 2008 年度の継続手続きの方法
･ 2008 年以降も JDSF もしくは DSCJ 競技会に出場する選手は必ず DSCJ 選手登録を行う必要が
あります。また OB 等で活動したり情報を得るためには JDSF 会員登録が必要になります。
･ この継続登録は、都県 DSC を通じた JDSF 会員登録・DSCJ 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・DSCJ 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 DSCJ 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、2008 年度『会員登録証』が発行されず競技会出場
が出来ません。
･ 以前シニア関係の登録が必要でしたが、現在、シニア関係の登録は必要はありません。
･ 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、2008 年度『会員登録証』送付の遅延や試合の申込みが出来なくなりますのでご注意下さい。
･ パートナーシングル登録については、自動継続にはなりませんので、登録希望者は事務センタ
ーに FAX か郵便で届け出て下さい。（放置すると登録が抹消されてしまいます。）

注

意

※ D 級＝＞１級の降級が免除
･ 2007 年末において、下記の条件を満たす登録選手は、D 級＝＞１級の降級が免除されること
になりました。
･ 2007 年度中に持ちクラス（Ｄ級）の公認競技会１０回以上の出場があり、かつ、それらの競
技会の１次予選（準決勝から始まる場合は、準決勝）で合計１０チェック以上獲得した選手
･ その他、ＪＤＳＦ競技部からのお知らせがＨＰ上で公開されています。
アドレス http://www.jdsf.or.jp/kyougi/kyougibu.html
※ 公認競技会の中止
･ JPBDA.11/4「JP カップ奈良 07 ダンス競技大会」が会場(斑鳩スポーツセンター )設備不備の為
使用が出来ず、代替え会場も見つからず中止となりました。
6. JPBDA 11/25 DANCE IN 浅草 2007 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
･ IDSF オープンラテン.B.C.D.N 級の大会シラバスは、広告で同封致しましたが、Ａリーグ会員
の締切りは、10/27(土)必着・ 出場料は当日受付払いです。
･ 専用往復はがきに必要事項を記入し、2007『会員登録証』のコピーを貼付して下さい。
11. DSCJ 選手登録と JDC 選手登録について（速報）・・正式な詳細説明は次回となります
･ これまで JDSF 選手登録と呼ばれていた登録は、2008 年より DSCJ 選手登録という呼称に統一さ
れます。登録手続きなど全て従来通りであり、全日本統一級の DSCJ 競技会出場に必須の登録
です。（上記 2.「2008 年度の継続手続きの方法」の通り）
･ WDC がアマチュア世界選手権等を IDSF とは別に実施すると発表したことから、その出場などの
為に希望者に対して JDC 選手登録が行われるとのことです。JDC では今後も DSCJ の精神に則っ
て全日本統一級競技会を実施して行きますが、DSCJ 選手登録と JDC 選手登録とは全く別のもの
ですので JDC 選手登録によって DSCJ 競技会に出場できるなど相互にリンクした特典はありま

せん。今後の正式な通知にご注意下さい。
13. 各種変更届け（会員、選手、カップル登録申請書）
･ 組相手がサークルで選手登録している場合は、カップル変更時必ずこの申請書をＡリーグ部、
サークル両方に提出して下さい。
･ 各種届出用紙は、Ａリーグ部ホームページにＵＰされていますので、ご活用下さい。
http://www.jdsf.or.jp/A-League/Tobu/info/touroku.xls
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。
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〕
15. 2007 世界 10 ダンス選手権日本開催記念 JDSF オリジナルグッズ予約販売のお知らせ
･ 別紙参考資料のような素敵な練習着・パーティーウエアーがお洒落な JDSF ロゴ入りで記念発
売されます。数に限りがありますのでご興味のある方は早めに都県 DSC にお問合せください。
10 月 20 日、21 日に東京体育館でも販売されますのでご期待下さい。

☆ 各 DSC からのお知らせ
10 月 20 日に開催される世界１０ダンス選手権は日本で９年ぶりの開催となる IDSF 公認の
世界選手権です。世界の強豪の中で活躍する日本代表選手を大勢で応援しようではありませんか。
B 席券（会員前売 3000 円、三笠宮杯と両日のキャッシュバックを受けると 2 日合計で 3500 円）
の販売についても皆様のご協力を是非ともよろしくお願いいたします。
（お申込：各都県 DSC もしくは A リーグ部事務センターへお問合せ下さい）
東京都 DSC
・三笠宮杯チケットの販売活動、皆様ご協力どうもありがとうございます。10 月 20 日、21 日は
東京体育館でお会いしましょう。東京 DSC に関するお問い合わせは、会員番号と氏名を明記
の上、メール：tokyo-dsc@jdsf.or.jp FAX：03-3907-3525 事務局 村田宛。
千葉県 DSC
・千葉県 DSC 会員各位
千葉県 DSC では来年度の理事の立候補を受け付けます。立候補者は規定により 10 月末までに
立候補届(推薦人 3 名必要)を千葉県 DSC 事務局に提出してください。
・ 立候補届の用紙は田口までご請求ください。皆さんのご協力をぜひお願いいたします。
（田口携帯 090-8809-2328：留守電の場合は必ずメッセージを入れて下さい。)
埼玉県 DSC
・埼玉県ＤＳＣ
10 月 20 日世界１０ダンス選手権、翌 21 日三笠宮大会の両日通し券（ＡＡ券）に、若干の余裕
がありますので、お申込は埼玉ＤＳＣの池田まで、下記メールアドレスに、ご連絡ください。
会員特別価格にて販売しております。（前回のイースト通信をご参考にして下さい。）
メールアドレス 1227781601＠jcom.home.ne.jp
・11 月 25 日（日）埼玉県ダンススポーツ競技会が狭山市民総合体育館にて開催されます。
(シラバス参照）本大会は埼玉県ダンススポーツ連盟が主催するので、埼玉県ＤＳＣ会員の皆様
は、積極的に本大会に参加をお願いします。県連盟の大会が成功すれば、必ずその利益は会員
の皆様に還元されます。万が一、赤字になると県連盟及びＤＳＣにも赤字の補填が迫られ、ひ
いては、来年度のＤＳＣ会費の値上がりということにもなりかねません。

・会員の皆様、この日は各地区で大会がありますが、どこかの大会に出場するのならば、地元の
大会にご出場くださるよう、お願い致します。

☆ 事務センターからのお知らせ
①競技会申込み方法について
・出場申込用紙(往復はがき・B5 標準様式)をＡリーグ部事務センターに郵送して下さい。
出場料は試合により違いますが口座引落し又は、当日払いのどちらかになります。個人での振込
みはしないで下さい。
★A リーグ部経由の出場申込では振込厳禁！
・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では、現金での
取り扱いは一切できません。★A リーグ部事務センターに現金は絶対におくらないこと！

〔 注意 〕登録選手以外の相手との大会出場について
最近、登録をしている組相手以外の人と大会に出場している違反事例が立て続けに発覚
しました。残念なことに、選手によっては「誰でもやっていること。」などと反省しない
方もいます。
この行為は、JDSF登録選手罰則規程第2条の3の違反行為に当たります。(規程集P31参照)
偽名を使って二重に選手登録をする事も、規程に反しますのでご注意下さい。変更等が
生じて不明な点がある場合は、自己判断せずＡリーグ部事務センターまでお問合せ下さい。
② 指導員研修会予定表
･ 指導員研修会申込締切りは、各開催日の 2 週間前を厳守して下さい。
平成 19 年度研修会

予定
確定

（公認指導員規程 ）

研修対象
開催日

時

間

開催県

場

所

競

技

普

及

ＡＢＣＡＢＣ
予定

10. 7

10〜16 東京都

立川市柴崎市民体育館

予定

11. 3

10〜16 東京都

府中市立総合体育館

予定

11. 3

兵庫県

確定

11.18

10〜16 岐阜県

予定

11.18

確定

11.24

予定

11

茨城県

予定

11

東京都

○○○○○○

予定

11

神奈川県

○○○○○○

予定

11.25

徳島県

予定

11 下旬

京都府

予定

12

群馬県

岐阜刃物会館

○○○○○○
○

○

○

○○○○○○

和歌山県
10〜17 山梨県

○

○

○

山梨県青少年センター リバース和戸館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ひたちなか市ワークプラザ勝田

○○○○○○

○
○○
玉村町文化センター

○
○○

○

○

③ 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、返事ができませんのでご了承下さい。
以 上

