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☆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。
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冊子

≪2009年より標準様式申込書が変更になりました≫
・(新)DSCJ標準様式(A4ｻｲｽﾞ縦型)申込書をご利用下さい。
・(旧)DSCJ標準様式(B5ｻｲｽﾞ横型)申込書で届いた場合は、受付が出来ない場合(主催者)があります
ので、その時は再度提出して頂きます。

・東京インターナショナルオープンは、同封の専用申込用紙（ローマ字の書式）にて申込下さい。
※ 2009 年度の認定証が届くまでは、前年度の認定証を使用して下さい。
（2009 年認定証は２月中旬に発送予定です）
2 月末までに届かない場合は、FAX にてご連絡下さい。

※ 出場禁止試合にご注意ください
JDSF 登録選手が海外の競技会に出場する場合は、IDSF、ADSF 公認大会であることを確認し
てからエントリーすることをお勧めします。未公認大会に出場した場合、その後の
IDSF 公認大会（国内大会も含む）出場が一定期間制限される規定が適用されてしまう場合があ
るためです。
なお、具体的な禁止競技会は JDSF のホームページ http://www.jdsf.or.jp/index-j.html の
中央下「IDSF 禁止競技会ページ」を参照して下さい。
また、JDSF に禁止競技会か否かの確認を希望される場合は、事務センターまでファックスか
郵便にてお問い合わせください。(正確を期す必要があるため、電話による問い合わせには対
応していません) 回答には日数がかかりますので、期間に余裕を持ってお尋ねください。
15. 各DSCからのお知らせ
15-1.東京都 DSC
※ 東京 DSC 総会のご案内（総会参加者は無料で天野博文・京子組の講習会に参加できます）
「東京 DSC 講習会付定例総会通知」および総会関係資料（別紙 N）参照。
平成２１年２月１４日（土） 総会 10：00～ 講習会 13:00～
＜東京 DSC 会員の為の重要な意思決定の場です＞
東京DSC会員の方はこの総会資料をご持参の上ご出席ください。欠席される方は委任状
もしくは議決意思表明を忘れずにお送り下さい。
※ 特別技術講習会＆練習会（別紙 O）２月１４日（土）
誰でも参加可能です（事前申し込みが必要）参加費 1500 円/人
東京 DSC 会員は無料（上記総会出席の場合）もしくは補助があります（別紙 O 参照）

※ 東京オープン（３月８日）入場券販売のご案内
東京 DSC 事務局
今回は L・S ともグランドスラム。JDSF 会員 AA 席：8000 円、AB 席：6000 円、B 席 3000 円。
締切は２月 20 日ですが、AA,AB 席は売り切れが予想されますので早目の申し込みをお勧め
します。
B 席：下記郵便振替で枚数明記のうえお申し込みください。
AA 席と AB 席：お名前、住所、連絡先（電話か携帯）、購入枚数を明記のうえ東京 DSC
事務局に FAX かメールで在庫を問い合わせください。
（FAX 03－3907－3525、メールtokyo-dsc@jdsf.or.jp）
在庫の有無をお知らせする電話をしますので、その際購入するかを決めて頂きます。
購入される際には下記郵便振替で入金下さい。
東京 DSC 郵便振替（加入者名 東京 DSC 口座番号 00190－3－499959）
（入場券は入金確認後振替依頼人住所に送りますので正確にご記入ください）

15-2.神奈川県 DSC（別紙参照）
※ 平成２０年度神奈川県ＤＳＣ総会開催通知
1. 日 時
平成２１年２月２８日（土） １８：００～２０：００
2. 場 所
かながわ県民センター ３０４号室
※ 神奈川県ＤＳＣ会費（年額 500 円/1 人・カップル 1,000 円）徴収について
※ 神奈川県ＤＳＣ会員への出場お願い
4 月 5 日(日)神奈川県ダンススポーツ選手権大会
※ 東京インターナショナルオープン選手権 3/8(日)の Shall we ダンスタイムのアテン
ダントを神奈川県 DSC 会員の方の中から先着順で男性４名を募集いたします。
応募先 メールアドレス jdsf.kanagawadsc@gmail.com

15-3.千葉県 DSC
※ 千葉県 DSC 会費(年額 1,000 円/1 人)徴収について
1 月 18 日の「平成 20 年度千葉県 DSC 定例総会」にて承認後、千葉県 DSC 会費として 1 人
年額 1,000 円（平成 21 年度分）の徴収をAリーグの口座引き落とし(3/27 引き落とし予定)
にて行います。
千葉県 DSC の円滑な活動と、千葉県ダンススポーツ連盟の代表として大会出場派遣などの
支援や、千葉県 DSC 関連のダンススポーツ発展のために活用していくために、何卒、会員の
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※ 千葉県 DSC 練習会のお知らせ
会場：エレガンスダンス練習場(千葉市若葉区高品町 441-7)
日時：毎月第一土曜日 AM9：00～AM11：45
会費：1 回 1 人 1000 円
千葉県トップ選手のアドバイスあり。参加者に好評です。会員相互の交流と技術向上の
ためにもぜひご参加ください。事前の申込不要、直接会場へお越しください。
(問合せ先：080-3256-7184 chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp)

15-4.埼玉県 DSC
１. 当会では，３月８日（日）に開催される東京インターナショナルオープン選手権（東京
体育館）の入場券の販売を取り扱っています。当会員の方で，ＡＡ，ＡＢ券を購入された
方には，規定による交通費の援助をいたしますので，この機会に，是非，お求めください。
連絡先は，下記のとおりです。
２. ３月２０日（祝日）に，さいたま市プラザウエストにてジュニアダンススポーツ大会が
埼玉県ＤＳＦの主催（ＮＰＯ法人キッズプロジェクト共催）で行われます。
この大会は埼玉ＤＳＣとして初めての主管大会であり、是が非でも成功させなくてはな
りません。埼玉県ＤＳＦには協力要請をお願いしておりますが、ＤＳＣとしてまだまだ
当日のお手伝い等が足りない状況です。会員の方で，当日のお手伝いができる方がおりま
したら，下記の連絡先にご連絡ください。
また，会員の方からいただいたＤＳＣ年活動費の内から，会員１人あたり１００円，
合計５２６００円を同大会運営費として賛助したいと考えております。大会費用は，選手
の出場費からまかなうものですが，ジュニア選手の育成という観点から，大会運営に必要

な出場費を徴収することができないので，当会員の方からのご寄付をお願いしたのです。
大会開催後に，余剰の費用がでた場合には，この費用はジュニア育成の資金といたします
ので，会員の方のご理解，ご協力をお願い申し上げます。（大会内容は，別添のシラバス
をご参照ください。シラバスとともに，個人でもできる大会へのご寄付の用紙も用意させ
ていただきました。有志の方がおりましたら，ご連絡ください。）
連絡先 1227781601@jcom.home.ne.jp

15-5.茨城県 DSC
※ 平成２１年度茨城ＤＳＣ総会・練習会のお知らせ
４月初旬に予定しております。日程・場所等は確定次第、イースト通信３月号又は
茨城ＤＳＣ通信１２号にてお知らせいたします。
16. エントリーの方法と早見表
1. Ｄ級以上の選手が競技会出場する場合は原則としてカップル登録をしなくてはならない
2. カップル登録をしている組相手以外の相手とも競技会に出場することが可能である
3. 競技会出場は従前通り男性の持級以上にのみ出場しなくてはならない
4. 実施については平成２１年から２年間の暫定的な規程で運用する

エントリー早見表

カップル登録
男性Ａ
追加事務手数料

カップル登録
女性Ａ
Ａの登録口座から
引き落とし
0円

カップル登録
女性Ｂ
Ａの登録口座から
引き落とし
500円

シングル登録
女性Ｄ
Ｄの登録口座から
引き落とし
0円

カップル登録
男性Ｂ
追加事務手数料

Ｂの登録口座から
引き落とし
500円

Ｂの登録口座から
引き落とし
0円

Ｄの登録口座から
引き落とし
0円

Ａリーグではエントリー
手続きをしません。

シングル登録
男性Ｃ
追加事務手数料

Ｃの登録口座から
引き落とし
0円

Ｃの登録口座から
引き落とし
0円

Ｃの登録口座から
引き落とし
0円

Ａリーグではエントリー
手続きをしません。

Ａリーグ部
未登録男性

Ａリーグ部
未登録女性
Ａリーグではエントリー
手続きをしません。

Ａリーグではエントリー Ａリーグではエントリー Ａリーグではエントリー Ａリーグではエントリー
手続きをしません。
手続きをしません。
手続きをしません。
手続きをしません。

※ 競技会出場相手がサークル・協賛教室で選手登録をしている場合は、Ａリーグ会員とカップ
ル登録をしていないとＡリーグでは競技会の申し込みはできません。カップル登録をしない場
合は、相手の所属先（サークル等）を通じてエントリーをしてください。
＜競技会申込み方法について＞
●出場申込用紙(往復はがき・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(口座引落です)。
●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送らないで下さい！

選手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。
再発行手続きには、２週間位かかりますのでご了承下さい。
例：紛失・カップル変更・DSC 変更・年齢訂正・氏名変更・その他

17. 事務センターからのお知らせ
17-1. 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（注意）
･ 競技会により、返信用封筒・ハガキが必要な場合、同封されていない時には、事務センター
で返信用封筒・ハガキを作成し、手数料として 300 円を口座引落により徴収致します。
･ 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。
17-2. JDSF 指導員資格・JDSF 公認各資格について
①指導員資格保有者は毎年最低一回の指導員研修会を受講せねばなりません。この義務を怠り
ますと資格喪失（当年未受講の方は別途理由書を提出する事により次年度 2 回受講していた
だく事になります）となります。
２００８年指導員研修会未受講の方が A リーグ東部ブロックで２８名おられます。
２８名の指導員には今年[２００９年]の指導員研修会、２回受講を条件に
２００９年指導員会費振替用紙を送付いたしました。
指導員有資格者でまだ２００９会費振替用紙が届いておられない方はご連絡ください。
問合せ先：事務センター長 川戸宛
FAX 03－3495－1701
②今年も各地で新規指導員養成講習会・同選考試験[合計３日間]が開催予定です。
新規指導員取得を希望の方ぜひ申し込みください。
詳しくは「JDSF ホームページ」ないし 上記川戸宛連絡ください。
神奈川県では５月２日、５日 ６月１３日男女共同参画センター横浜(JR 戸塚駅そば)
開催が確定いたしております。
③JDSF公認各資格をお持ちの方へ
従来よりＪＤＳＦ公認指導員資格の更新には費用と公認研修会が必要でしたが、公認競技長
資格、公認採点管理長の資格更新にも今年度から公認研修会が定期的(3 年間で一回)に必要
（義務）とになりました。該当される方は DSC・DSCJ 競技関連規程集の各規程をご確認下さい。
④指導員研修会の開催日程は「JDSFホームページ」に記載されておりますのでそちらをご覧く
ださい。
訂正

添付資料 K のタイトル

（正）2009 東部ブロック公認 A 級戦、B 級戦(予定)
（誤）2009 東部ブロック公認 A～D 級戦

※ 事務センター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、会員番号と 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

