ＥＡＳＴ通信
No.2007-07 (2007.011.27)

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

☆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.

1/27.全日本選手権 10 ダンス〔名古屋市公会堂〕

2.

2/24.JDC アジアオープン.ダンス選手権大会〔日本武道館〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・1/17 (木)必着

3.

3/16.JDC ジャパンカップ

4.

3/22.23.東京インターナショナルオープン〔シラバスなし〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/中旬予定

5.

JDSF 関係競技会日程表

6.

JDC.2008 前期日程表

7.

JPBDA.2008 前期日程表

8.

07/12/8.神奈川県 DSC 技術研修会

参加自由

9.

08/1/27.2/3

参加自由、申込締切 12/25(火)

新規

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・12/21(金)必着

〔シラバスなし〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/初旬予定
2008 メイン競技会

2008 年指導員講習会 千葉県

9‑1.

JDSF 公認指導員資格取得を希望される方へ(ご案内)

指導員講習会の補足資料です

10.

オリジナルＣＤ

個人直接申込

11.

JDSF 東部ブロック A リーグ部への新規登録の方法について 会員各位ご理解をお願いします

Dance Sport Vol.6

「購入申込書」

平成 19 年度(2007 年)東京都 DSC 総会通知(本文のみ)

添付資料はありません

平成 19 年度(2007 年)神奈川県 DSC 総会通知

神奈川県 DSC のみ

平成 19 年度(2007 年)千葉県 DSC 総会通知

千葉県 DSC のみ

春夏秋冬 NO.53 NO.54

東京都 DSC のみ

広報誌神奈川 第６号

神奈川県 DSC のみ

広告.日新航空サービス(株)

2/15 外人ﾚｯｽﾝ・ダンスの夕べ

広告.ロビンフッド

1/5〜1/7 迄セール

広告.タカダンス

11/29〜12/2 オープニングバーゲン

ダンスダンスダンス 45 号

冊子

Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/28(金)〜1/6(日)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は、08/1/7(月)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
3. 4. シラバスなし
･ 3/16.JDC ジャパンカップ、3/22.23.東京インターナショナルオープンは、１月末の EAST 通信
で案内予定です。締切り迄日数がありませんので、出場予定の方はご注意下さい。
5. 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 ホームページより競技会

日程、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。
6. 7.
JDC. JPBDA. 2008 前期日程表
･ 現在予定されている競技会が記載されています。なお、不足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。
8. 9. 9‑1. 技術研修会・新規講習会
･ 07/12/8 技術研修会(神奈川県)→→参加自由
･ 08/1/27.2/3 新規講習会(千葉県)→新規は回数が少ないのでご注意下さい。
〔9‑1.をご理解のうえで指導員講習会（千葉県）をご検討下さい。全国共通の講習会です〕
11. JDSF 東部ブロック A リーグ部への新規登録の方法について
･ 新規の登録会員にお渡しする資料ですが、従来の会員についても共通の事柄が多いですので
各位ご理解をお願いします。

☆ 各 DSC からのお知らせ
東京都 DSC （総会通知）
※ 東京都 DSC の定時総会および理事会を以下の通り実施しますので、東京 DSC 会員の方は出
席のご準備をお願いします。
日時：2008 年 2 月 9 日 9:45〜11:00
総会終了後に新理事による第 1 回理事会 〜12:00
場所：北区赤羽北区民センター（ＪＲ埼京線北赤羽徒歩 1 分）
資料：次回の EAST 通信にて発送予定
役員候補の募集：
総会にて役員改選を行います。立候補される方は、自筆のサインを付した立候補表
明を 1 月 10 日（消印有効）までにお送り下さい。
理事と監事の別、JDSF 会員番号、お名前、住所、E‑Mail アドレス、電話番号を
記載の上、東京ＤＳＣ事務所にお送り下さい。立候補された方は総会にご出席
ください。
立候補表明送付先：
115‑0055 東京都北区赤羽西 2−10−14 東京ＤＳＣ事務所 事務局長 村田公代宛
お問い合わせ：tokyo‑dsc@jdsf.or.jp
神奈川県 DSC
神奈川県 DSC 会員の皆様へ
平成１９年１２月８日(土)に技術研修会、平成２０年２月２３日(土)に総会を添付の通り予定
をしております。また、①理事としてお力を貸していただける方、②理事はちょっと無理だけ
れど時間が空いていればイベント等でお手伝いをいただける方、③神奈川県 DSC からの情報メ
ールを直接ほしい方の登録を行っています。
ご協力をいただける方は、ご登録いただける内容とお名前、メールアドレス、会員番号、電
話番号/FAX を下記事務局あてお知らせください。
◎ 連絡先 神奈川県 DSC 事務局
メールアドレス jdsf.kanagawadsc@gmail.com
ファックス ０４５−５８４−１８９１

埼玉県 DSC
今年度の埼玉県ＤＳＣの会費徴収が、無事終了しました。会員の皆様のご理解とご協力に感
謝いたします。今後も、埼玉県ＤＳＣは、会員の皆様に少しでも会費を還元するため、多角的
な活動を実施していきたいと考えていますので、変わらぬご支援をお願い申し上げます。

☆ 事務センターからのお知らせ
① 大会申込のお願い
･ 申し込みの受付でバーコード読み取りをしているので、バーコード部分の切り取りや、過度
の縮小をしないよう気を付けて下さい。
② 変更届けについて(サークル登録者)
･ サークル登録者(サークル番号がある会員)は、JDSF 登録申請書の使用が必須になりました。
･ 移籍、カップル変更、住所変更、氏名変更その他変更があり、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 又は郵送して下さい。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。
･ 各 種 届 出 に つ い て 、会 員 ･ 選 手 ･ ｶｯﾌ ﾟ ﾙ 登録申請書 は 、 Ａ リ ー グ 部ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.jdsf.or.jp/A-League/Tobu/info/touroku.xlsに UP されていますのでご活用下さい。
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

③ 大会出場について
〔 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。
④ 主催者別締切日の案内
主催

締切日

出場料

申込用紙

申込用紙の送付先

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下さい!!

⑤ 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

