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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 2016 年 1/10・1/11

容

JPBDA ハッピーニューイヤー

添付
資料

適

用

有 Ａﾘｰｸﾞ部締切日 12/19(土)

2 JPBDA・NJDC 競技会日程表

A

3 JDSF 関係競技会日程表

B

4 2016 全国メイン競技会 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・派遣選考会予定 2015～2017

C

5 三笠宮杯選抜戦のお知らせ

D

6 DSCJ 競技会出場申込書・はがき購入申込書

E

7 2016 関東甲信越ブロック DSCJ 公認Ａ級戦(予定)
8 JDSF からのお知らせ

本文のみ
本文のみ

9 各 DSC からのお知らせ
東京都 DSC：総会予告・理事監事立候補者募集
9-1
：東京都ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟 会員特典 2015 夏保存版
：春夏秋冬 NO.86
9-2

総会：2 月 20 日(土)
有 東京都 DSC のみ
有 東京都 DSC のみ

神奈川県 DSC：ニューイヤーダンスフェスティバルのご案内
：平成 28 年度新理事候補募集の件

1 月 9 日(土)

9-3 埼玉県 DSC：埼玉県所属選手の活躍について
千葉県 DSC：千葉県 DSC 定例総会のお知らせ
9-4
:クリスマスダンスフェスティバルのご案内
9-5

本文のみ
総会：1 月 24 日(日)
2015 年 12 月 23 日(祝水)

新潟県 DSC：「ウインターフェスティバル」のご案内
:「新春踊り始めの集い」/総会・練習会のご案内

2015 年 12 月 6 日(日)
1 月 3 日(日)/1 月 16 日(土)

9-6 茨城県 DSC：「競技ダンス講習会」のご案内

1 月 17 日(日)

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.77

有

● Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/28(月)～1/4(月)です。
電話･FAX の問い合わせ、大会申込等の処理は 1/5(火)からとなりますのでご注意下さい。
● 2016 年の『JDSF 会員登録証』が届く迄は、2015 年分をご使用下さい。
『JDSF 会員登録証』は２月中旬頃 発送予定です。

7. 2016 年度 関東甲信越ブロックＤＳＣＪ公認Ａ級戦（予定）
競 技 区 分

Ａ級戦

開催日時

開催場所

東京都

2016 年 2 月 7 日

立川市柴崎市民体育館

栃木県

2016 年 3 月 13 日

西方町総合文化体育館

神奈川県

2016 年 4 月 3 日

川崎市とどろきアリーナ

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

千葉県

2016 年 5 月 8 日

鎌ヶ谷体育館

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

東京都

2016 年 6 月 4 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

群馬県

2016 年 6 月 19 日

群馬県総合スポーツセンター

関東甲信越ブロックランキング対象競技会

茨城県

2016 年 6 月で調整中 青柳公園市民体育館

埼玉県

2016 年 10 月 16 日

上尾市民体育館

新潟県

2016 年 11 月 6 日

長岡市市民体育館

長野県

調整中

備考

関東甲信越ブロック選手権

※ ２０１６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。
２０１６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、２０１６年１０月９日
三笠宮杯の出場権獲得競技会となります。
２０１６年１１月６日の関東甲信越ブロック選手権は、２０１７年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。関東甲信越ブロック選手権は準決勝入賞者。
カップル解消で権利消滅。）
8. JDSF からのお知らせ
１．JDSF オリジナル CD DanceSport vol.17 が新発売されましたのでお知らせ致します。
２．WDSF ダンススポーツ教本販売のお知らせ
以下の教本及び DVD が好評発売中です。
①教本：ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイック
ルンバ、チャチャチャ、サンバ
②DVD ：ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、ルンバ、チャチャチャ
お問い合わせ 03-6457-1850 (10 時から 18 時) 担当：纐纈（こうけつ）
9. 各 DSC からのお知らせ
9-1.東京都 DSC
１．東京都 DSC 定例総会予告
平成 28 年２月 20 日（土曜日）10 時より 11 時まで新宿コズミックスポーツセンター３階
大会議室（地下鉄副都心線西早稲田駅から徒歩２分）に於いて東京都 DSC 定例総会が開催
されます。議案の詳細は 2016 年度１月号に掲載いたします。
是非ご出席いただくようお願いいたします。
２．東京都 DSC 理事および監事立候補者募集

理事および監事に立候補する人を東京都 DSC では募集をしています。立候補を表明され
る方は、推薦者１名付してメールまたは書面で事務所にお届け下さい。自薦他薦ありまし
たらご連絡下さい。手続きをご案内いたします。
連絡先 東京都 DSC 事務所 メール：tokyo-dsc@jdsf.or.jp
〒１１５-００５５東京都北区赤羽西２-１０-１４東京都 DSC 宛て
9-2.神奈川県 DSC
１. 神奈川県 DSC 主催、恒例のニューイヤーダンスフェスティバルを 2016/１/９（土）、鶴
見区民センター、サルビアホールにて開催します。今回は佐藤祐馬・久保田理沙組によ
るデモンストレーションダンスや石原正幸講師による最新ダンステクニックのレクチャ
ーが予定されています。詳しい内容は神奈川県 DSC のホームページをご覧ください。
２. 来年 2016 年の神奈川県選手権大会は 4 月 3 日（日）、川崎市の等々力アリーナで開催
の予定です。
３. 神奈川県 DSC では平成 28 年度の理事候補を募集しています。組織の運営およびイベントの
企画・運営、等にご協力いただける方は神奈川県 DSC の役員または DSC 事務局にお問い合
わせください。
４. JDSF のサーバー変更に伴い、神奈川県 DSC のホームページの URL が変更になっています。
新しい URL は以下の通りです。お使いのブラウザによっては開けない場合がありますが、
その場合は末尾にスラッシュ“/”をつけてください。
神奈川県 DSC ホームページ

http://kanagawa-dsc.jdsf.or.jp

神奈川県 DSC 事務局

代表メールアドレス：jdsf.kanagawadsc＠gmail.com
電話： 080-3152-4021（助川）

9-3.埼玉県 DSC
１．11 月 1 日に開催された関東甲信越ブロック選手権大会（長野大会）において、埼玉県は、
ラテン２位、スタンダード２位、総合２位という成績を収めました。
２．11 月 8 日に開催された都道府県対抗ダンススポーツ大会（和歌山大会）において、埼玉
県は、ラテン２位、スタンダード３位、総合３位という成績を収めました。
３．両大会に好成績を収めることができたのも、埼玉県 DSC 会員のご理解とご協力の賜物です。
この紙面をかりて、会員の皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。
４．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。
連絡先
jagdpanther1-12@jcom.home.ne.jp
9-4.千葉県 DSC
１．平成 27 年度定例総会のお知らせ
日時：平成 28 年１月 24 日（日）10：00～11：00(予定)
会場：市川市中央公民館 〒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 27 年度活動報告（案）
第２号議案 平成 27 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 27 年度活動方針（案）
第５号議案 平成 27 年度予算（案）
第６号議案 平成 27 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）
※後日送付する往復ハガキにて出欠ご連絡ください。
２．ＪＤＳＦ千葉主催クリスマスダンスフェスティバルのご案内
*日 時 ：2015 年 12 月 23 日（祝水）13：30～20：30 予定
*場 所 ：カンデオホテルズ千葉
*詳細、内容、お申し込みは千葉県 DSC にお問い合わせください。
３．2016 年公認指導員養成講習会（新規指導員）および選考試験について
新規にＪＤＳＦ公認指導員になるための講習会・選考試験が行われます。
詳細については千葉県 DSC にお問い合わせください。
４．2016 年公認指導員Ｂ級昇級講習会およびＢ級昇級試験について
Ｃ級指導員を対象として、Ｂ級指導員に昇級するための講習会・試験が行われます。
詳細については千葉県 DSC にお問い合わせください。
５．【千葉県 DSC 問合せ先：chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp
080-3256-7184(メッセージをお入れください。折り返しご連絡いたします。) 】
9-5.新潟県 DSC
１．平成 27 年度新潟県 DSC 総会開催の件
平成 27 年度新潟県 DSC 総会を平成 28 年 1 月 16 日（土）に開催します。当日は、午前
中に長岡 LLC にて自由練習会を開催し、午後から縄文の杜関原（予定）にて、総会と新
年会を開催する予定です。詳細につきましては、後日会員の方々にご連絡いたしますが、
今から都合をつけて頂きご出席願います。
２．「JDSF 新潟主催ウインターフェスティバル」の案内
12 月 6 日（日）13 時より新潟市黒崎地区総合体育館にて、「ウインターフェスティバ
ル」が開催されます。会費は 1,000 円（当日、JDSF 会員証の提示で 200 円返金されます）
です。一部チケットを相田の所で預かっていますので、ご希望の方はご連絡願います。
３．「新春踊り始めの集い」のご案内
毎年恒例となりました、「新春踊り始めの集い」が下記の通り開催されます。入場チケッ
トを相田の方で預かっていますので、ご希望の方はご連絡ください。
開催日時：平成 28 年１月３日（日）13 時（12 時半開場）～16 時
場所
：ANA クラウンプラザホテル新潟・３F「飛翔の間」
会費
：5,000 円（弁当、ワイン又はソフトドリンク一杯付き）
9-6.茨城県 DSC
１．茨城県 DSC 主催の「競技ダンス講習会」を下記の通り開催いたします。DSC 会員へは改
めて案内書を送付しますが、知人・友人のダンス仲間へ是非ご案内ください。
☆日 時
：2016 年１月 17 日（日）14：00～16:00 （受付開始 13:30）
☆会 場
：土浦生涯学習センター（ウララ）JR 土浦駅前
☆参加費
：ひとり 2,000 円
（DSC 会員はひとり 1,000 円）

☆講 師

：ミューズダンスワールド代表

打越早苗先生

☆問合せ先 ：茨城県 DSC 事務局（松浦）
TEL: 070-6976-8766
FAX: 029-307-8216
E-mail: go.to.dance.matsuura@gmail.com
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リーグ部
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＋83 円(引落手数料) 合計 583 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

チェアパーソンについて

・来年度（１月１日）より競技長・採点管理長が、チェアパーソン（ＣＰ）に資格統合されま
す。従来、３年に一度の義務研修が、毎年義務研修を受講することになります。
・2016 年チェアパーソン研修会開催（予定）日程について（11．1 聞き取り調査）
都県

開催

会場（予定）

回数

茨城県

7月

ワークプラザ勝田

1回

群馬県

8月

伊勢崎市

1回

山梨県

▽

▽

1回

8月

新宿コズミック

12 月

▽

栃木県

2月

小山市

神奈川県

▽

▽

新潟県

11 月

（駅南コミュニケーションセンター）

１回

長野県

▽

▽

１回

千葉県

▽

▽

(１回）

埼玉県

▽

▽

１回

東京都

▽＝未定

2回
１回
(１回)

詳細は各都県連盟窓口に問い合わせください。

※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

