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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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用

前回済 Ａﾘｰｸﾞ部締切日 12/11(土)

2 2/6 全日本選手権 10 ダンス[名古屋市公会堂]

A

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 1/3(月)

3 2011 年用 DSCJ 競技会出場申込書(A4)

B

DSCJ 競技会出場申込書

4 2011 年用会員・選手・カップル登録申請書

C

変更･結成･解消などに使用

5 2011JDSF 関係競技会日程表・2011DSCJ 全国メイン競技会

D

6 2011 前期 JDC 日程表

E

7 2011 前期 JPBDA 日程表

F

8

2011 東部ブロック DSCJ 公認Ａ級戦(予定)

本文に記載

9 2011～2012 派遣選考会予定

G

10 2011 指導員研修会・講習会予定表

H

11 1/9 第 3 回 JDSF New Year 大ダンスパーティー[新宿コズミック]

I

12 JDSF トレーニングセンター開放(場所：有明)

全会員対象です
本文のみ

13 各 DSC からのお知らせ
13-1 東京都 DSC：総会開催通知その他.春夏秋冬 No.65.66
13-2 神奈川県 DSC：2/26 総会開催通知他.広報誌かながわ第 12 号
: 12/11 ダンスフェスティバル

総会通知本文のみ
J
K

13-3 千葉県 DSC：総会日時.練習会のお知らせ
13-4 新潟県 DSC：1/16 総会開催通知他

本文のみ
L

14 エントリーの注意点
15 事務センターからのお知らせ.指導員研修会予定その他
16 広告：ﾀﾞﾝｽﾌｧｯｼｮﾝ ロビンフッド・ドレス販売大セール
17 ダンスダンスダンス No.57(JDSF 会員限定エンビ服特別販売)

有 1/14(金)～1/17(月)
有 冊子.ちらし

●Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/29(水)～1/4(火)です。申込等は
12/27(月)到着のもの迄を年内受付とし、それ以降に届いたものは、1/5(水)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。
●新年度の『JDSF 会員登録証』が届く迄は、2010 年度分をご使用下さい。
『JDSF 会員登録証』は２月中旬頃 発送予定です。
※ＪＤＳＦ2010 年度全日本ダンススポーツランキング
ラテン部門 中間集計順位
http://www.jdsf.or.jp/kyougi/ranking/2010/10ranklsm-j.html
スタンダード最終集計
http://www.jdsf.or.jp/kyougi/ranking/2010/10ranksosm-j.html

８. 2011 年度
競 技 区 分

東部ブロックＤＳＣＪ公認Ａ級戦（予定）

Ａ級戦

開催日時

開催場所

東京都

2011 年 2 月 6 日

立川市柴崎市民体育館

茨城県

未定

神奈川県

2011 年 4 月 3 日

藤沢市善行県立体育センター

東部ブロックランキング対象競技会

東京都

2011 年 6 月 12 日

駒沢オリンピック運動公園体育館

東部ブロックランキング対象競技会

千葉県

2011 年 7 月 or 8 月

船橋総合体育館

東部ブロックランキング対象競技会

新潟県

2011 年 10 月 9 日

長岡市

千葉県

2011 年 11 月 20 日

千葉ポートアリーナ

埼玉県

2011 年 11 月 23 日

上尾市民体育館

備考

東部ブロック選手権

※２０１１年東部ブロックランキングは、東部ブロック選手権と東部ブロックランキング対象競技
会の計４競技会のうち、各選手ポイントの高い方から２競技会のポイントの合計で決定されます。
２０１１年８月までの東部ブロックランキング対象競技会は、
２０１１年９月１１日三笠宮杯の出場権獲得競技会となります。
２０１１年１１月２０日の東部ブロック選手権は、
２０１２年の三笠宮杯の出場権獲得競技会となります。
（スタンダード、ラテンとも６位入賞選手まで。カップル解消で権利消滅。）
※JDSF トレーニングセンター開放
12 月からダンススポーツトレーニングセンター(DTC)は、これまでアジア大会に参戦する特別強
化選手だけの利用でしたが、12 月より JDSF 会員・選手もカップル利用できるようになります。
(ご利用案内)
■お試しキャンペーン
・期間
平成 22 年 12 月～平成 23 年 1 月
・料金
カップルで 1000 円です。
・曜日
月曜日～金曜日 祝祭日もご利用頂けます。
・時間
午後 1 時～午後 9 時
■2 月以降はカップルで 2000 円の予定です。
■土曜日と日曜日は団体利用日となっております。
■カップルレッスンご希望の方は事前にお問い合わせください。
■ご利用の際には JDSF 会員登録証をお持ちください。
連 絡 先 03-6457-1855(DTC)
03-6457-1850(JDSF 事務所)
所在

東京都江東区有明 3-4-2 有明センタービル 1 階
ホテルサンルート有明の隣 ＮＴＴの建物
東京臨海高速鉄道りんかい線－国際展示場駅・ゆりかもめ－国際展示場正門駅下車徒歩 5 分
駐車場なし：近隣の有料駐車場をご利用下さい

13. 各 DSC からのお知らせ
13-1.東京都 DSC
１. ２０１０年度総会は２０１１年２月１９日（土）１０時より中野勤労福祉会館で行います。
総会資料は１月号イースト通信に掲載します。
２. ２０１１年度理事・監事の募集
２０１１年度理事・監事を募集します。応募されたい方はお名前、ＪＤＳＦ会員番号、
住所、ＴＥＬ・メールと推薦者一人のお名前（本人自筆）を付 した応募申し込みを
下記宛てに１２月１８日まで郵送のうえ、総会にご出席ください。
なお期限以後の応募については、下記の TEL にご相談ください。
３. ２０１１年３月１３日東京オープン Shallwe ダンスタイムアテンダント募集
東京オープン実行委員会がまだスタートせず詳細が確定しておりませんが募集は１２月
１５日から１月１０日頃になりそうです。
イースト通信には時宜を得た募集記事を掲載出来ません。ご関心のある方はご自分の所属
のＤＳＣに前記の期間に問い合わせ、応募をお願いします。
神奈川、千葉、埼玉以外は東京ＤＳＣにお尋ねください。下記の TEL
※〒１１５－００５５東京都北区赤羽西２－１０－１４
東京都ダンススポーツクラブ事務所
TEL０３－３９０７－３５２５
13-2.神奈川県 DSC
1. 2011 年度理事募集
2011 年度の理事を募集します。ご協力して頂ける方は、ご氏名、JDSF 会員番号、住所、
TEL あるいは携帯番号、メ－ルアドレスを以下、神奈川 DSC のアドレスへ 12 月 31 日
までにご連絡下さい。
2. 神奈川 DSC へのご意見・お問合せ
ご氏名、JDSF 会員番号、住所、TEL あるいは携帯番号、メ－ルアドレスをご記入の上、
以下のアドレスまでご連絡下さい。
尚、ご氏名、会員番号、TEL などのご記入がない場合には、ご対応できない場合があります
のでご了解下さい。
メ－ルアドレス：ｊｄｓｆ．ｋａｎａｇａｗａｄｓｃ ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
13-3.千葉県 DSC
１. 平成２２年度定例総会のお知らせ
日時：平成２３年１月１６日（日）１０：００～１１：００
会場：市川市中央公民館 ２階会議室 〒２７２－００２１市川市八幡４-２-１
京成八幡駅から徒歩５分、JR および都営本八幡駅から徒歩６分
議事：１．議長選出
２．議案
第１号議案
第２号議案
第３号議案

平成２２年度活動報告（案）
平成２２年度決算報告(案)及び監査報告
千葉県ＤＳＣ会費(年額１０００円/１人)（案）

第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

役員改選
平成２３年度活動方針（案）
平成２３年度予算（案）
平成２２年度千葉県ダンススポーツ連盟総会における
代議員選出（案）

２. 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下さい。事前の申込不要、直接会場へお越し下さい。
【上記すべての千葉県ＤＳＣ問合せ先：080-3256-7184 chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp】
13-4.新潟県 DSC
１. ２０１０年度の新潟県ＤＳＣ総会を２０１１年１月１６日（日）長岡ＬＬＣにて
開催します。当日は、総会終了後に懇親会を開催しますので多数の参加をお願い
します。詳細は、添付の資料を参照ください。
２. 練習会を、総会の前に行います。会場は暖房も入りますので奮って参加願います。
14. エントリーの注意点
① メイン競技会引落しの件
・プロ団体主催のDSCJメイン競技会での、Ａリーグ会員に対する自動引き落としは廃止し、
2010年度より、プロ団体主催競技会での出場料は現金徴収のみとする。
理由：統一されていないことによるトラブルの未然防止
② 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. 実施については来年(H23)以降も規程として正式に運用する

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。

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 円を口座引落しにより徴収致します。
・不要の返信用封筒・ハガキを送ってきて、それ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。申込み時Ａリーグの日程表で、確認をして下さい。
④ 会員登録証発行費用発生について
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。
再発行手続きには、約２週間程度を要し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

15. 事務センターからのお知らせ
① カップル変更
・カップル変更や解消時、必ず二人の押印した解消届を、FAX か郵送にて提出して下さい。
様式は問いません。(FAX で押印が見えない場合は郵送して頂きます)
② 指導員証明書更新について
・指導員証明書の 5 年間の有効期限が切れるのをお持ちの方は、更新が必要です。Ａリーグ
事務センターにて対応致します。
※申込書(様式は問わない)と写真 1 枚 (たて 3cm よこ 2.4cm 裏面に会員 No.と氏名記入) を
事務センターへ郵送して下さい。費用 500 円＋80 円(手数料)580 円は、口座引落し致します
ので現金は送らないで下さい。問合せ先：事務センター長 川戸宛
FAX 03-6457-1846
③ 指導員研修会
・2011 年度指導員 研修会・講習会・B 級昇級講習会予定です。指導員の方は受講計画に
お役立て下さい。(添付資料 H)
・指導員資格保持の為には、指導員登録料の納付・研修会の受講・次年度の会員登録が必要、
事情により指導員研修会を受けてない場合、未受講理由書を提出し次年度２回受講する。
・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
ご覧下さい。

注：カップル解消やＡリーグ部退会時、JDSF 登録が必須なので注意

※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メール対応していません。お問い合わせは原則として FAX でお願い致します。
電話は留守電応答になっておりますので、会員番号・名前・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

