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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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資料
前回
スミ Ａﾘｰｸﾞ部締切日 12/10(土)

容

1 1/8･1/9JPBDA ハッピーニューイヤー
2 2/12 全日本選手権 10 ダンス(名古屋市公会堂)
3

3/11 東京インターナショナルオープン選手権(東京体育館)
東京オープン専用申込書

A Ａﾘｰｸﾞ部締切日 1/13(金)
B
Ａﾘｰｸﾞ部締切日 2/1(水)
有

4 JDSF 関係競技会日程表・2012DSCJ 全国メイン競技会

C

5 2011 年ダンススポーツランキング

D

スタンダード･ラテン

JDC2012 年前期日程表

E

7 JPBDA2012 年前期日程表

F

6
8

2012 関東甲信越ブロック DSCJ 公認Ａ級戦(予定)

本文のみ

9 各 DSC からのお知らせ
9-1 東京都 DSC：東京 DSC 定例総会予告. 春夏秋冬 No.69.70
：日本インター規定フィガー講習会付練習会・アテンダント募集

9-2 神奈川県 DSC：H25 からの会費について.新春フェスティバル
:広報誌かながわ第 14 号

総会 2/18(土)10 時～11 時
ｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ:Ｃ級以上経験者
G 1/7(土)13 時～17 時
冊子. 総会 2/25(土)

9-3 埼玉県 DSC：DSC 活動について
9-4 千葉県 DSC：千葉県 DSC 総会案内・練習会のお知らせ(毎月第一土曜)

総会 1/22(日)10 時～11 時 30 分

9-5 茨城県 DSC：茨城県 DSC 練習会のお知らせ(県南生涯学習ｾﾝﾀｰ)

12/10(土)13 時～17 時

9-6 新潟県 DSC：総会開催の案内(長岡 LLC 又は、縄文の杜関原)

総会 1/22(日)13 時～

10 事務センターからのお知らせ

本文のみ

11 ダンスダンスダンス No.61

冊子

12 広告:ﾀﾞﾝｽﾌｧｯｼｮﾝ ロビンフッド･新春販売大セールＡリーグ割引 有 東京店 1/14(土)～1/16(月)
13 第 5 回 New Year 大ダンスパーティー[有明スポーツセンター] 有 1/8(日)12 時～16 時

●Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/29(木)～1/4(水)です。
電話･FAX の問い合わせ、大会申込等の処理は 1/5(木)からとな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、2011 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。

※
※

「2012 年 2 月 26 日ＪＤＣ主催アジアオープンでは DSCJ 部門は開催されません」
「東部ブロック」の名称が「関東甲信越ブロック」に変更されました。（4 月 24 日執行委員会 決定）
「東部ブロックランキング」や「東部ブロック選手権」の名称は当面現状のままとします。

8. 2012 年度

関東甲信越ブロックＤＳＣＪ公認Ａ級戦

競 技 区 分

Ａ級戦

開催日時

開催場所

東京都

2012 年 2 月 5 日

立川市柴崎市民体育館

神奈川県

2012 年 4 月 8 日

藤沢市善行県立体育センター

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

東京都

2012 年 6 月 3 日

駒沢オリンピック運動公園体育館

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

茨城県

2012 年 6 月上旬

取手グリーンスポーツセンター

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

長野県

2012 年 6 月 17 日

佐久市

千葉県

2012 年 7 月 or 8 月

船橋総合体育館

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

山梨県

2012 年 11 月 18 日

甲府市小瀬武道館

関東甲信越ブロック選手権

埼玉県

2012 年 11 月 11 日

アスカル幸手メインアリーナ

備考

※ ２０１２年関東甲信越ブロックランキングは、関東甲信越ブロック選手権と関東甲信越ブロッ
クランキング対象競技会の計５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。
２０１２年８月までの関東甲信越ブロックランキング対象競技会は、
２０１２年１０月２８日三笠宮杯の出場権獲得競技会となります。
２０１２年１１月１８日の関東甲信越ブロック選手権は、
２０１３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 ダンススポーツトレーニングセンター／DTC からのお知らせ
＜スタンダードの団体指導と練習会のご案内＞
参加資格：カップルでの参加が望ましいです。
コーチ ：石原正幸（全日本スタンダードチャンピオン）
・団体指導
日 時：毎週 金曜日 19:30~20:30
予約不要
参加費：JDSF 会員 １人 1,800 円（入場料込み、当日払い）
内 容：上達の為の最新テクニックをご提供します
・練習会
日 時：毎週 水曜日 18:30～20:30 予約不要
参加費：JDSF 会員 １人 1,300 円（入場料込み、当日払い）
内 容：上達のため練習方法をアドバイスします。
※上記の時間帯は自由練習はできなくなります。
お問い合わせ
JDSF 事務所 03-6457-1850

※ 特例措置について ( Ｄ級降級免除・東日本大震災に関わる降級免除)
○ Ｄ級降級免除
・２０１１年～２０１３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。

・各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２０チェック以上獲得した選手
注意
(1) あくまで持ちクラス（Ｄ級）への出場が条件です。Ｃ級以上の競技会への出場は加味さ
れません。
(2) チェック数のカウントは、１次予選のみで２次予選以降のチェック数は加味されません。
フリーパスの場合のチェック数も加味されません。決勝戦からの開始の場合は、０チェッ
クとカウントされます。（１次予選通過１回分にはカウントされます。）
(3) ３年間の時限措置であり２０１４年以降については、未定です。
○ 東日本大震災に関わる降級免除
１．２０１１年３月以降、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の５県に継続して登録し
ている選手。
２. その他の地域の被災者で降級特別措置に基づき降級免除を申請した選手のうち、競技部で
認められたもの。
３．所属する県において競技会開催数が激減する等、競技会に出場する機会が著しく奪われ、
降級免除を申請した選手のうち、競技部で認められたもの。
注意
(1) １．に該当する５県の登録選手は申請不要です。
(2) 上記５県以外の被災者で降級免除を希望する選手は、診断書または罹災証明を添付して
ください。ただし、停電のみ、断水のみのように軽微な場合、降級免除が認められない
場合があります。
(3) 上記５県以外の選手で被災はしていなくても競技会に出場することが出来なかった場合
は、その理由を申請書に明記してください。ただし、所属県で持ちクラスの区分が昨年
の５０％以上開催されている場合は、「開催回数が激減した」とは認められません。
(4) 勤務先の休日、シフトが変わった等の理由では降級免除は認められません。
9. 各 DSC からのお知らせ
9-1.東京都 DSC
１. 東京 DSC 定例総会予告
2012 年 2 月 18 日（土曜日）10 時より 11 時まで中野勤労福祉会館（ＪＲ，東京メトロ中
野駅下車 3 分）に於いて東京 DSC 定例総会が開催されます。議案の詳細は 2012 年度 1 月号
に掲載いたします。
公益法人化に伴い東京 DSC としてどのようにあるべきか等皆様のご意見をいただきたいと
思っております。是非ご出席いただくようお願いいたします。
２. 5 月開催日本インター規定フィガー講習会付練習会のお知らせ
2012 年 5 月 12 日（土曜日）13 時より 16 時まで東京ＤＴＣ（ダンススポーツトレーニング
センター）(江東区有明)に於いて例年行っている日本インター規定フィガー講習会付練習会
を開催いたします。
講師には元統一全日本チャンピオン笹谷毅先生、久美子先生にお願いしております。

種目は来年 3 月頃発表になると思いますので発表になったら、又詳しく掲載させていただき
ます。是非ご参加いただけるよう予定をお願いいたします。
３. 東京オープンアテンダントの募集の予告
第 14 回東京オープン（2012 年 3 月 11 日（日）東京体育館）の Shallwe ダンスタイム
のアテンダント募集（Ｃ級以上経験者）は 2012 年 1 月号に掲載いたしますが、都連盟の
区市での募集が先行します。東京オープンの場合は人気があり、それだけで一杯になる
可能性もあります。
つきましては確実に応募出来そうな方は正式募集を待たずともお名前をご連絡いただけ
れば枠を取っておきます。（男性あるいはカップルに限ります）
連絡先 東京 DSC 事務所【FAX03-3907-3525 メールtokyo-dsc@jdsf.or.jp】
9-2.神奈川県 DSC
１. 神奈川県 DSC 会費の値上げについて
平成 25 年度（再来年）から神奈川県 DSC の年会費を現在の 500 円から 1,000 円に値上げ
する案について来年 2 月に開催されます神奈川県 DSC 総会に提議します。詳細については
添付の文書をご参照ください。
２. 神奈川県 DSC 総会の案内
神奈川県 DSC 総会は平成 24 年 2 月 25 日に神奈川県民センターにて開催予定です。詳細に
ついては次回のイースト通信で改めて通知します。
３. 神奈川県 DSC 研修会が開催されました
10/29 に有明の DTC において神奈川県 DSC 主催の会員還元事業として研修会が開催され、
遠く兵庫 DSC からの参加者も含め 55 名の参加者がありました。石原選手を講師に「自己練
習時の問題解決の方法について」というテーマの研修で、参加者にはとても好評でした。
次回は 2012 年 3 月ごろに予定をしていますので詳細が決まり次第ご案内します。
４. 神奈川県 DSC 主催の新春ダンスフェスティバルが来年 1/7(土)に開催されます。
毎年年末に開催していましたが会場確保の都合もあり年明けの開催となりました。
添付の案内チラシをご参照ください。このフェスティバルでお手伝いをして戴ける男性アテ
ンダントを募集します。予定は 20 名です。
お問合せはメールにて神奈川県 DSC 事務局まで。【jdsf.kanagawadsc@gmail.com】
9-3.埼玉県 DSC
１. 今年度も、会員の皆様から会費として１人 1,000 円の年会費を、口座から引き落としを
させていただきました。ご協力ありがとうございました。
皆様からの会費を利用して、埼玉県 DSC の活動をさせていただきますので、会員の皆様の
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
２. 上記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)までご連絡
をお願いします。【jagdpanther1-12@jcom.home.ne.jp】

9-4.千葉県 DSC
１．平成 23 年度定例総会のお知らせ（※後日、往復ハガキによる案内有り）
日時：平成 24 年 1 月 22 日（日）10:00～11:30
会場：市川市中央公民館 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 平成２３年度活動報告（案）
第２号議案 平成２３年度決算報告(案)及び監査報告
第３号議案 千葉県 DSC 会費(年額 1,000 円/１人)（案）
第４号議案 平成２４年度活動方針（案）
第５号議案 平成２４年度予算（案）
第６号議案 平成２４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：ダンス梓(千葉県四街道市大日 1963-6 TEL０４３－４２４－２３４６)
日時：毎月第一土曜日(１月のみ第二土曜)ＡＭ９：１５～１１：４５
会費：１回１人 1,000 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。
３．千葉県 DSC 問合せ先【080-3256-7184 chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp 】
9-5.茨城県 DSC
※. 茨城県 DSC 練習会のお知らせ
会場：県南生涯学習センター軽運動室（土浦市）
日時：12 月 10 日（土）13:00～17:00（予定）
会費：1 人 1,000 円（茨城 DSC 会員以外は，1,500 円）
講師：久保斐美
内容：講師指導によるスタンダード練習会等
☆事前の参加申し込みが必要です。
☆詳しい内容は，11 月配送の茨城 DSC 通信をご参照下さい。
茨城県 DSC 問合せ先【ibaraki_dsc@yahoo.co.jp】
9-6.新潟県 DSC 23 年度 新潟県 DSC 総会開催の案内
23 年度の新潟県 DSC 総会を下記の通り開催致します。
尚、毎年恒例となりましたが、総会終了後は会員の親睦を兼ねて新年会を開催致します。
例年参加されている方はもちろん、今まで参加されていなかった方もこれを機会に、会員相互
の親睦を深めて頂きたいと思います。参加の可否につきましては、後日会員各位に送付致しま
すので、案内に沿って期日迄にご連絡願います。
１．開催日時：2012 年 1 月 22 日（日）13:00～
２．場
所：長岡 LLC（ロングライフセンター）又は、縄文の杜関原
３. 主な議題

・平成 23 年度活動報告
・平成 23 年度会計報告
・平成 23 年度会計監査報告
・平成 24 年度活動計画
・平成 24 年度予算計画
・その他 また、午前中は長岡 LLC（確定）にてフリー練習会を開催致します。
10. 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 指導員研修会
・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いない場合、未受講理由書を提出し次年度２回受講する。
※ 資格保持には、JDSF 登録が必要です。ｶｯﾌﾟﾙ解消・Ａﾘｰｸﾞ部退会時には特にご注意下さい｡
・指導員証明書の 5 年間の有効期限が切れる方は、更新が必要です。Ａリーグ部事務センター
にて受付致します。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。
③ 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

※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メールの対応をしていません。お問い合わせは原則として FAX でお願い致し
ます。留守電には会員番号・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録音はゆっくりと明瞭にお願い致します。
以上

