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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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1 7/19 ダンススポーツグランプリ in 静岡 [グランシップ]

Ａ Ａﾘｰｸﾞ部締切日 6/13(土)

7/26 第 12 回千葉県ダンススポーツ選手権大会
2
東部ブロックランキング対象[船橋市総合体育館]

B

3 8/30 ダンススポーツグランプリ in 北海道 [きたえーる]

C

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 7/23(木)

4 9/20NBDA 主管ｱｼﾞｱﾝﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｰｽﾞ(IDSF OPEN)[台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ]

D

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 7/31(金)

5 DSCJ 競技会出場申込書(DSCJ 標準様式)

E

Ａ４申込書

6 JDSF 関係競技会日程表

F

7 2009 後期 JDC 日程表

G

8 2009 後期 JPBDA 日程表

H

9 指導員研修会日程表：東京都連盟主管

I

10 “新規･Ｂ級昇級”指導員講習会及び昇級試験 7/18･7/19･8/8

J

11 新審判基準・ハイビジョン放送

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 6/22(月)

先着順、満員になり次第締切り

本文のみ

12 三笠宮杯選抜戦のお知らせ

K

13 月刊『ダンスファン』定期購読申込み

L

14 平成 21 年度東部ブロックＡリーグ部委員について

M

東京都連に直接個人申込

15 各 DSC からのお知らせ
東京都 DSC：三笠宮杯 B 席入場券一人一枚販売活動の実施に
15-1
ついて

１人１枚の販売をよろしくお

N

：春夏秋冬 NO.60
15-2 神奈川県 DSC：7/26 神奈川県大ダンスパーティー
: 広報誌 SAI No.2105

願いします。8/27(木)引落し

東京都 DSC 会員のみ配布
O

どなたでも参加自由

P

: 広報誌かながわ 第 9 号

神奈川県 DSC 会員のみ配布

15-3 埼玉県 DSC：独自県会費引落しの案内(5.7 月 EAST 通信で)

１人 500 円 8/27(木)引落し

: 7/5 パーティーの案内他

本文のみ

15-4 千葉県 DSC：7/26 大会.7/5 交流パーティーチケットその他

添付資料 B

15-5 茨城県 DSC：独自県会費引落しの案内

１人 1500 円 6/29(月)引落し

: 茨城 DSC 通信（第 14 号）案内ほか

本文のみ

15-6 新潟県 DSC：新潟県 DSC 主催夏合宿開催の御案内

Q

15-7 長野県 DSC：総会報告(議事録.事業報告その他)

R

15-8 山梨県 DSC：総会報告は郵送済み

先着順、定員になり次第締切り

本文のみ

16 エントリーの方法および注意点
17 事務センターからのお知らせ・公認指導員神奈川県連盟主管
18 ダンスダンスダンス No.51

9/5(土)・11/21(土)

お知らせ
9/27 JDC ジャパンオープンは、WDC 世界選手権併催のため、DSCJ 部門は「なし」となりました。

≪ハイビジョン放送≫
昨年 11 月に開催されましたグランドスラムファイナルが、下記放映されます。皆様も是非ご
覧下さい。
放送予定内容
放送予定日時：2009 年 6 月 7 日（日）14：00～
放 送 枠 ：60 分枠/BS11 スペシャル枠

≪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。

≪新審判基準≫ 選手向け説明会のご案内
新審判基準が本年 7 月のグランプリ in 静岡の決勝競技から段階的に導入されますので説明
会を設定しました。ご興味のある方はぜひご出席ください。
★日時：
６月２７日（土曜）１７：３０～１９：３０ スタンダード
６月２８日（日曜）１７：３０～１９：３０ ラテン
★内容：
新審判基準実施規程 http: //www.jdsf.or.jp/rule/shinshinpan.pdf について
課題フィガーの注意点について
★場所：ナショナルトレーニングセンター
（東京都北区西が丘 3-15-1） 屋内トレーニングセンター小研修室
http://www.ntc.naash.go.jp/access/index.html
本蓮沼駅から徒歩 10 分
赤羽駅西口よりバス：（約２km）国立西が丘競技場下車徒歩３分、国立西が丘競技場
北門下車徒歩５分
＊入館証が必要ですので、事前申し込みの上、当日はエントランスホールのロビーに集合して
ください。
★事前申し込み：
申し込み先： wtnb_kzak@yahoo.co.jp
※氏名、会員番号、参加希望日を必ず書いてお申込ください。
※申込多数の場合は入場できない場合がありますので早めにお申し込みください。
15. 各 DSC からのお知らせ
15-1.東京都 DSC
・三笠宮杯 B 席入場券一人一枚販売活動の実施 （重要：別紙 N 参照）
前号の東京都 DSC 総会報告でもお知らせしましたが、本年 10 月 11 日に開催される三笠宮杯
の入場券について、東京 DSC 会員一人一枚販売活動を実施します。これは他県 DSC のような
個別会費を徴収しないかわりに、2 年に一度、広く薄く会員一人ひとりに頂点の大会を支える
活動にご協力いただくものです。ご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

15-2.神奈川県 DSC (添付資料 O.P)
１．7/26 神奈川県大ダンスパーティー
神奈川県ＤＳＣが所属しています神奈川県ダンススポーツ連盟主催の大ダンスパーテ
ィーが７月２６日に開催されます。神奈川県ＤＳＣが主体となって企画した天野先生のレ
クチャー、練習会もありますので皆様お誘いあわせの上ご参加、ご協力をお願いします。
２．広報誌かながわ第 9 号・広報誌 SAI No.2105
神奈川県ダンススポーツ連盟の広報誌と神奈川県ＤＳＣの広報誌を送付いたしました
のでご査収ください。
神奈川県ＤＳＣへのご意見、お問い合わせは、会員番号、お名前、電話番号を記入の上、
次のメールアドレスにお寄せください。 jdsf.kanagawadsc@gmail.com
会員番号、お名前、電話番号のご記入が無い場合は対応できない場合がありますのでご了
解ください。
15-3.埼玉県 DSC
１．７月５日（日）午後５時から、新宿コズミックスポーツセンター（東京メトロ副都心線西
早稲田駅下車，３番出口より徒歩２分）２階大体育室にて，アジア大会・チームジャパン交
流パーティーが開催されます。ＪＤＳＦ会員は前売券が 2000 円で購入でき、埼玉ＤＳＣで
も、チケット販売を行っています。埼玉ＤＳＣ会員の方が埼玉ＤＳＣから購入いただいた場
合は、交通費（１人一律 1000 円）を支給いたします。
この機会に、アジア大会代表選手と交流をもってはいかがでしょうか。購入申込みは、下
記ＰＣアドレスまでお願いします。
２．４月２５日（土）に開催された埼玉ＤＳＣ主催のダンスパーティーに、１１２名の会員及
びダンス愛好家のご参加を得ることができました。ＤＳＣ主催事業として、会員やその他の
ダンス愛好家に楽しんでいただけたのではないかと思います。
今後も、積極的に会員相互やその他のダンス愛好家との交流を図っていきたいと考えてお
りますので、会員の方々のご理解及びご協力をお願い申し上げます。
３．今年度も埼玉ＤＳＣでは、会員の皆様から会費として１人 1000 円の年会費を口座から引
き落としをさせていただきます。引き落としの時期は８月２７日を予定しております。会員
の皆様のご協力をお願い申し上げます。
４．上記３つの連絡事項について，ご質問等がありましたら，下記の連絡先（ＰＣアドレス）
までお願いします。連絡先 jagdpanther1-12@jcom.home.ne.jp
15-4.千葉県 DSC (添付資料 B)
１． 7/26 第 12 回千葉県ダンススポーツ選手権大会(東部ブロックランキング対象)
会場[船橋市総合体育館] シラバス別紙参照 三笠宮杯出場選考の最終戦、千葉県代表
選考の一つにも指定されています。千葉県の選手はぜひ出場ください。
２． 7/5 アジア大会･チームジャパン交流パーティー(新宿コズミックセンター:17：00～
21:00)のチケット販売を行っております。興味のある方はお問合せください。
３． 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

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。
(上記すべての千葉県 DSC 問合せ先：080-3256-7184 chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp)
15-5.茨城県 DSC
１．茨城DSC会費（年額1,500円／１人）徴収について
茨城DSC通信第13号及び総会議事録にて報告の通り，平成21年度定例総会（4/4）において，
茨城DSC会費として１人年額1,500円（平成21年度分）と承認されました。
徴収は，Ａリーグの口座引き落とし（6/29引き落とし予定）にて行います。
茨城DSCの円滑な活動，運営と，茨城県ダンススポーツ発展のために，会員の皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。
２．春の２大イベントについて
４月４日（土）第６回ダンスパーティー，翌４月５日（日）講習会は，茨城県内現役トッ
ププロをゲストとしてお迎えし，盛大に開催することができました。地域の方々との交流も
兼ねることもでき，参加された皆さんからは，非常に有意義だったと大好評でした。
なお，イベントの模様は，茨城ＤＳＣブログにて近日公開する予定です。お楽しみに。
※URLは，ibaraki_dsc＠yahoo.co.jpまでお問い合わせ下さい。
３．茨城ＤＳＣ通信（第１４号）のご案内（発送：６月中旬）
〔主な内容〕
■練習会及び第７回ダンスパーティーのご案内
８月９日（日）県南生涯学習センター多目的ホール
■平成２１年度総会議事録（平成２０年度決算報告，監査報告，平成２１年度予算）
■ダンスパーティー，講習会，練習会等の参加レポート
15-6.新潟県DSC (添付資料Q)
・毎年恒例になりました新潟県DSC主催の｢夏合宿｣ですが、都合により先着30～40名限定です。
スタンダードのレクチャーや懇親会を予定しておりますので、皆様奮って参加して下さい。
15-7.長野県DSC (添付資料R)
・3月22日(日)長野市アークスホールにおいて、総会、レベルアップ講習会、交流会がおこな
われました。総会の議事録、会計報告、および、久保田豊・幸組を招いての講習会、交流会
の様子をご報告します。
15-8.山梨県DSC
・3月1日に実施いたしました、平成１９・２０年度定例総会議事録につきましては、山梨県DSC
より直接所属会員に郵送済み。
16. エントリーの方法および注意点
①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。

②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
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・協賛教室等）を通じてエントリーをしてください。
③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。
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。個人での振込みはしないで下さい(口座引落です)。
★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

④競技会当日の注意
申込したパートナーと違う人がプログラムに掲載される事例がありました。プログラムの名
前が間違っている場合は、主催者に変更依頼をして下さい。間違いをそのままにしておきます
と、出場した本人の試合結果が正しく反映されません。
当日主催者に訂正依頼を忘れた場合や、インターネット上での成績で、名前 ○次予選の間
違いなどがありましたら、Ａリーグ部事務センターまで文書（FAX 可）にてお知らせ下さい。
⑤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。
17. 事務センターからのお知らせ
①神奈川県指導員研修会日程
･ ９月 5 日（土）１０：００ー１７：００(９：３０受付)
場所：男女共同参画センター横浜南
住所：横浜市南区南太田１－７－２０ 京浜急行「南太田駅」徒歩 3 分(駐車場なし)
･ 11 月 21 日(土)１０：００－１７：００（９：３０受付）
場所：大和市スポーツセンター体育室
住所：大和市上草柳１－１－１ 小田急「大和」徒歩 5 分(駐車場尐ない)
②JDSF 指導員資格・JDSF 公認各資格について
･ 今年も各地で“新規･Ｂ級昇級”指導員養成講習会・同選考試験含め３日間が開催予定です。
“新規･Ｂ級昇級”指導員取得を希望の方ぜひ申し込みください。
東京都は 7/18・7/19・8/8 味の素スタジアムにて開催が確定いたしました。(添付資料 J)
申込締切りは 7/3 先着順、満員になり次第締切り、詳しくは「JDSF ホームページ」ないし
下記川戸宛連絡ください。
問合せ先：事務センター長 川戸宛
FAX 03－3495－1701
･ 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。
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（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。
･ 申込み間違いなどで、不要になったハガキや封筒を送り返して欲しいとの要望もありますが
処分させて頂きますのでご了承下さい。申込みに必要のない返信用封筒・ハガキ等も処分さ
せて頂きます。申し込み時 A リーグ日程表で要、不要を確認してください。
※ 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

