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発刊 にあたって 神奈川県ダンススポーツ連盟会長 仲野巽

このたび、神奈川県ダンススポーツ連盟は「広報誌かながわ」を発刊することに

なりました。当連盟は、会員数が現在3,700名 と東京都連盟についで全国2番 目の規

模であり、また1975年 (昭和50年 )の設立と全国一長い歴史を持つ県連盟です。

しかし、残念ながらこの間広報誌の発行はできていませんでした。

今回、広報部の努力によって長年の課題であった広報誌発刊が実現できたこと

は、当連盟と会員の皆さんをつなぐパイプのひとつが追加されたわけで、誠に喜ばしい限りです。

神奈川県ダンススポーツ連盟は、長い歴史を持つ大きな連盟ではありますが、それゆえに過去には

競技志向が強すぎるとか、組織運営が厳しすぎるとか、支部の独立色が強くてまとまりに欠けると

か、いろいろな批判もありました。

しかし、私たちは今、新しい神奈川県連盟を再構築してダンススポーツの良さをもっと広く知っても

らうために、心新たにいろいろな事業に取り組もうとしています。

ダンススポーツは、年齢性別を超えて親しむことができるすば らしい “生涯スポーツ"です。ま

た、音楽を感じながら自分の体力と能力に応じて日頃の トレーニングを重ねていけば、それなりの

結果を出すことができる楽しい “競技スポーツ"で もあります。

このすば らしいダンススポーツをもっともっと知っ

てもらうには、何と言つてもまず、このことに興味

と共感を持ってくれる会員の拡大とその活動を支え

る組織の充実が必要です。今後の会員の拡大のため

には、競技だけではなく体力増強・健康増進のため

にダンススポーツを楽しむ一般愛好者と若い人たち

の層に興味を持つてもらい参加してもらうようない

ろいろな工夫をしていかなければなりません。

組織面では今年10月 鎌倉市ダンススポーツ連盟と藤

沢市ダンススポーツ連盟が正加盟団体として、また

横須賀市と逗子市が仮加盟団体として我々の仲間入

りをしました。これによって市連としては川崎市、横浜

市、相模原市のほか上記の4市が加わって計7市連とな

りました。他に大和市など続々と市連盟が立ち上がる予定で、13市町村以上になると神奈川県体育協

会の正加盟条件を満たすことになり、現在の仮加盟から一歩進んで正加盟申請を行う予定です。これ

らの市連は既に市体協加盟済みのところも多いのですが、ま

だのところは今後の加盟を目指していきます。

神奈川県連盟は、スポーツマンシップに則り皆んなで決めた

ルールの下に、賛同する人たちに広く門戸を開放し、ダンスス

ポーツの輪がもっと大きく広がるように活動していきたいと思
います。

競技会の充実した開催はもとより、競技以外でも基礎技術認

定会や技術講習会、各種資格者講習会を開催しますので、それら

の案内ははこの広報誌およびインターネットを通して皆さんに

お知らせしていきたいと考えています。

今後、この広報誌が会員の皆さんと神奈川県連を結ぶ強いパイ

プ役になるように、育てていきたいと思いますので、ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

第 8回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

神奈川県基礎技術認定会
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各連盟の状況
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会員数500名、サークル数26の連盟です。

当連盟は、川崎市体育協会にアマチュアダンススポーツの代表として加盟しております。創立は鈴

木清 (現川崎相談役)が中心となって県連盟の中でも最初に立ち上げた歴史を誇 り、今年30周年

を迎えます。現在の競技選手は350名でとどろきアリーナにて年 2回川崎市連盟主催の競技大会を

開催、700組近い選手が参加して技術を競い合っております。また当連盟は特に生涯スポーツとし

ての活動に力を注ぎ、無料講習会の開催など地域のダンス発展ならびに普及活動に活発に取り組ん

でおります。
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現在31番目の認定サークルの加盟があり、横浜市の18区 に平均して活動しています。

会員850人、競技選手750人 と圧倒的に競技志向の連盟と見られがちですが、活動はダンススポー

ツの普及にも力を入れて、競技と普及の二本柱で進めています。競技大会では、横浜市文化体育館
にて 5月 の 「ベイサイ ドカップ杯」と10月 の 「赤い靴杯」の 2大会でランキング戦を行い、普及
では年明けの 2月 頃、清水ヶ丘公園体育館にて、シルバー大会、単科戦、ダンスパーティーと計画
しています。

床養生の問題は体育館側と打ち合わせして進めています。

また来年は市連盟発足15周年記念事業として 8月 に横浜西日の横浜ベイシェラトンホテルにて会

員のための催 しも企画するつもりです。今年より加盟サークルも増え、17名 の運営委員会と全員

参加の常務理事会を各月の第二月曜日に交互に会合を持ち、市連盟運営をより良い方向性を求めて

頑張っています。これからも新しい仲間が増える様な連盟活動に力を入れて行く積もりです。

‐
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会員数850名、サークル数21の連盟です。

当連盟は、県連盟と相模原市体育協会に加盟する団体であります。県連盟への加盟は平成 15年 に

認可されたばかりの団体ですが、体育協会への加盟は県内では最も古く昭和63年 に認められた団

体でもあります。

当連盟は、 3つの運営方針を明確にしております。第一は市民の生涯スポーツとしてのダンススポ

ーツを普及すること。昭和57年に始まり、地道な活動でありましたが20数年欠かす事なく実施し

てきました。おかげで会員数も850名 を超えるようになりました。

第二は競技会の開催であります。平成15年 に初めての公認競技会を開催しました。まだ未熟な団

体ですが、皆様のご指導をいただき、より充実した競技会を企画して参ります。

第二は社会福祉活動への参画です。市民と共に楽しむチャリティパーティーの収益金を全額寄付し

てきました。今年で30回 になります。

以上、古くて新しい組織、それが相模原市連盟です。皆様のご指導ご支援を御願い致します。
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会員数112名 、サークル数12の 連盟です。平成13年設立、平成14年度設立記念の第一回藤沢市ダ
ンススポーツ競技大会を開催、平成15年度は体協加盟記念の第二回競技大会を開催、平成16年度
は第三回の競技大会を12月 26日 に開催します。本年10月 に湘南連盟から独立し、県連盟に加盟し

ました。まだ小さい連盟ですが、ダンスの盛んな藤沢の地で柴田真理子会長を中心に羽ばたこうと、
スタッフー同頑張っています。

皆様のご指導ご鞭撻を宜しく御願い致します。
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1個穫アジズズボLワ雹
相模アマチュア連合として昭和51年に発足した当時は、神奈川県内の川崎市、横浜市を除いた地

域が相模の活動場所でした。現在18のサークルが活動しており、人数は約500名です。

地域は厚木、伊勢原、大和、座間、海老名、秦野と広範囲に広がっているため理事会は集まるのが

大変ですが大和市の生涯学習センターで月 1回理事会を開いています。競技会は年 2回開催。秋は
さがみカップ争奪戦を海老名市総合体育館で、春は相模ベーシック戦を南足柄体育館で行います。
さがみカップはC級までが対象です。また春のベーシック戦にはダンスショップ花岡の協力により

花岡杯がもうけられています。これは昨年までは 1級までが対象でしたが2005年からはD級 まで

対象が広がりました。スタンダー ド、ラテンとも優勝、準優勝にはそれぞれダンスの ドレスがプレ

ゼントされます。他では見られない豪華な賞品です。多くの方の挑戦をお待ちしています。

耐 ジススポ=ヅ蓮藍
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今年は、組織整備の勉強をする年になりました。加盟サークルが組織発展のために人数を分散して

サークルの数を増やす施策を打ち出しました。これに伴い連盟としても、サークル毎の 1票の議決
権を各市町村を単位として 2票 を割 り当てる規約改正を行いました。

並行して、県連盟主導の市町村連盟設立が急がれていました。これに呼応する形で、鎌倉市と藤
沢市が直接加盟の道を選択しました。これによって、連盟は19サークルから12サークルとなり構
成人員は382名 から320名 となりました。今年は、設立20周年にあたりますので11月 27日 にフォ
ーラム246で記念パーティが開催されました。来年は年 2 FIの湘南大会に加え、県大会主管の大役
を仰せつかることになりそうです。 ある役員が、常に選手として執行部活動にあたりたいと言っ
ていました。例えば、競技会の進行でも「時間どおり進めばそれどよいJと なりがちですが、中身こ

そが大事で、極力出遅れのないような進行を図るとかの選手の立場にたった運営が重要です。つい

ついイベント屋、プロモーターになりがちです。もちろん競技会に出ているかどうかではなく、選
手の目線で生涯 1選手の気持ちで湘南連盟の活lllを して行きたいものです。

連盟会費を値上げしましたので、無料パーティを開催するなどして、会員が入会して良かったと思
われるようなメリット5の行事を実施したいと思っております。
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神奈川県ダンススポーツクラブ (DSC)は 、神奈川県が住居地となっているか、又は勤務地とな
っている会員約800名で構成されています。会員は、 」DSF非 会員がDSCJ公 認プロ主催競技
会でノービス戦に出場し、即時D級資格を取得し、かつ初めて 」DSF登 録することになりAリ ー

グ部事務センターのサービスを希望された方が対象となっています。

そのため、神奈川県ダンススポーツ連盟の各連盟の一般サークルとは異なり、神奈川県ダンスス
ポーツ連盟から神奈川県内唯一の特殊サークルとして承認されています。

また現在は、一般サークルからDSCへ の移籍できないことになっています。

神奈川県DSCは 、年間、 1～ 2回程度のパーティーと練習会等を実施し、神奈川県DSC会 員と
サークル会員や一般ダンス愛好者の交流を行いダンススポーツの普及と発展に努力しています。

今後とも、神奈川県DSCの 活動をご理解いただきご支援たまわります様にお願い申し上げます。
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各部の部長紹介

自分が経験し勉強したことを |  ■`

皆さんのために役立てたい。

神奈川県ダンススポーツ連盟

会長/組織委員会 仲野 巽

「オリンピツク参力0・ 国体参力]を 目

l旨ずダンススポーツの発展Jが、ラ

イフワークになつてしまいました。

登龍 理部 萩原―弘

汗をかく事が好きですが近頃

は)令や汗|ぎかりかいてます。

組織図

副会長 伊藤 定

趣味 神奈川県連盟のた

めに働くこと。そして筋

カトし一ニング

ダンススポーツ組織の中での神奈川県ダンススポーツ連盟の位置付け

指郵 吉田大治郎

ダンスを通して多くの方との

コミュニケーションを図つて

行きたいと思つております。

普及部 荻原忠次

現役選手として頑張つて

います。

事務局長 相原 弘

神奈川県連盟のため、

会員の皆さんのために

頑張ります

副会長/体協担当 森本行徳    |
神奈川県連盟の組織運営が明る<透明

|

で、会員の意見が素直に反映できるこ

とを、第一と′b得て連盟のために努力

してまいります。

曲がった事の嫌いな1性 格   、

百嶺贔菅セ|やよ讐Fれ
なが

 能

会計 藤村春夫

趣味 バスケット、バトミントン。

地域組織のことで忙しくなっています。

事業部 大谷光―

趣味はゴルフとマージャン

楽しくダンスをして汗をかき、

仲間とわいわい 。がやがや最高

です。

広報部 吉岡昇治

県連盟念願の会報第 1号に

かかわれて光栄です。部員

各位の協力に感謝します。

岡覇而藤所⊃ンピツク委員会
|

(財 )日 本体育協会

…

==加 盟 加盟申請中

社回法人 ンススポーツ連盟

|

日本 (財 )神奈川県クヽ育協会

加 盟 仮加盟

各部の役割

神奈川県ダンススポーツ連盟 事務局

総会  卜¬ 理事会 専門
=Б

会

/   ヽ

事務局・‥…・会員からの問合せ窓口

競技部・……・競技会の開催

指導部・……・ABC級指導員講習会及び研修会

採点管理部 … 競技会採点管理支援

事業部・……・県協力店、県主催事業 (パーティー等)

登録管理部 … サークルおよび会員の管理

普及部・……・基礎技術認定会及び技術講習会の開催

広報部・……・県ホームページ、県広報誌の作成

問合せについては、所属サークル経由で事務局まで御願い致します。
藤沢、全幸倉は2004年 10月 加盟
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競技会会場案内
何か掲載した方が便利だと思うことがありましたら、広報部まで

ご連絡下さい。

会 場 名 最 寄 駅 行き方と、最寄駅からの所要時間

1奇 ,Ⅲ奇市とどろきアリーナ
川崎市 原

`等
々力13

東急 武蔵小杉駅
」R南武線武蔵小杉駅

市営バスは 1番乗り場から

(1)市 民ミュージアム行
(2)中 原駅行

10グ)

中小企業帰人会館
サ1崎市 11原 区新ナ[子束,473-2

東急 武蔵小杉駅 徒 歩 1分

'仙

奇市体 百館

川崎 市川 1奇 区富 士 見114
JRり Ⅲ奇駅、京急川崎駅 徒 歩 10分

川崎 雨麻 生 スポ ーツセンタ ー

川崎市麻 ■区上麻 生361
小 田 急 勁 白 6ケ EE駅 徒 歩 6分

横  ,兵 清 水 ケ量 公園体百館

横浜 市 南 区清 水 ヶ丘872
京 急丼エ ク谷駅

京 急南太 田駅

徒 歩 15多♪

横浜文イヒ体百館

横浜市|1区 不老町27
JR関内駅

市営地下鉄

イラ勢 絆木 長者師駅

南□より徒歩 5分

神奈リスポーツセンター

神奈川区三ツ沢上町 1118
市営 lL下鉄

=ッ
沢 卜mT駅

徒 歩 6分

横浜歯科技術専門学校西□校舎

横浜 市西区南+221
JR横浜駅 徒 歩 3分

新都市ホール

横浜市西区高島2181
」R横浜駅 徒 歩 3分

相模原 相模原北総合体育館

相模原市下九沢23681
JR横浜線橋本駅
京王線橋本駅

バス、「九沢自治会館前」下車 3分、「六地蔵 J下
車 10分、「金属工業国地」下車 10分のいずれが
またはタクシー

13分

相模 原 市立総合 体育館

1目 模原 市麻満台 2284-1
小 LL急線相 武台駅 Jじ里大学(台 13)または」R相模原駅 雨 □行(相27)

総合 体育館前下 車

17分

」R相模原駅 北里大学経由小田急相模大野駅行き(相 27)

総合体育館前下車

23分

小 田急 相模大 野駅 女子美術大学行(大 60)

総合体育館前下車

17分

オロ  魂莫 海老 名総合体 育館

海孝 名市「1新 圧

小 田急厚 本駅 徒 歩 15分

南足柄市体育センター

南足柄市和田河原 1030
大雄 山線和 田河原駅

(JR小 田原経 由 )

徒 歩 8分

小 円 急 開 成 駅 徒 歩 30分
湘  南 平塚市総合体育館

平塚 市大原11
JR平塚駅 北□よリバス 1番線

「共済病院前・ 総合公園西」バス停下車

18グ)

西□徒歩 25分
小 田原 市 Ivt・ 台文化 体百館

′卜LL原 市「1曽 オ艮263
小 田急 蛍 田駅

小 田急 睾水訳

徒 歩 15グ)

藤/R市 神奈川 県立体百 セ ンタ ー

藤沢市 善行 712
小 田急江 ノ島線蕎行駅 徒 歩 7分

神 奈川 県立がな がわ女性 セ ンタ ー

藤沢 市江 の島 1111
小 田急江 ノ島線

片瀬 江 ノ島駅

徒 歩 15グ)

藤 沢 雨秩 父宮記念体 百館

藤 沢市鵠 沼東82
JR藤沢駅

小田急江 ノ島線藤沢駅

徒 歩 10分

藤 沢 雨秋 葉台文イヒ体 百館

藤 ″くF付ヤキ藤 2001
小田急江 ノ島線
IIR南 台駅

ハ ス 1番線 又 |ま 6番線

南大 山下車、徒 歩 6分
15り)

申し訳ありませんが、問合せは大会シラバス記載の連絡先にお願いします。体育館への直接の連絡はご遠慮願います。
また、駐車場に関しては少ないか共有のため、 自家用車の利用はせず、公共の交通機関もしくはタクシーをご利用ください。

神奈川県協力店の紹介

サービスの内容については、お店に聞いて頂くよう御願い致します。

神奈川県では、協力店の募集を行なっております。お問合せは、県連盟 事業部まで。

お店では、必ず」DSF会員証を提示し、サービスを受けるようにして下さい。

店名 住所 電話 取り扱い商品

マルヨシ      リ仙奇区駅前本町155十五番館

http://wwwJt― ■cketjp/maruyoshi/

0442331803    社交ダンス用品

タンスシヨツプ花岡  大禾日本店 神奈川県大和市西鶴間1817      0462730133    社交ダンス用品

他、ドレス館、厚本店、横浜中山店 フォーラム246店

http://ν′v′ν′danceshop― hanaoka com/

フォーラム246   伊勢原市石田 350(株 )ア マダ内

http://wwwo百 co jp/

(代)0463963711  ホテル兼ダンス会場

たちばなや    厚本市幸町411

http://www sometokimono oom/

0462280557    染めと着物
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サークル紹介

横浜から」Rで 50分、横須賀駅の次ぎの衣笠駅で降 りて徒

歩 3分、ニュー並木ビル 4階の75坪のフロワーで練習して

おります。連盟に加盟して18年 になります。当時の会員さんの活躍で競技会出場者も多く80名 近
く在籍していましたが、現在は顔ぶれも変わりまして50名 ほどです。生涯
スポーツをモットーに競技会出場やパーティに参加しています。

今回、県連盟の指導を受けて横須賀市ダンススポーツ連盟を立ち上げま
した。市内のダンススポーツの発展と生涯スポーツの普及に力を入れて行
きたいと思っているところです。来夏には、市連盟のパーティや技術講習

会を開催しますので、皆様多数のご参加をお待ち申し上げます。 (写真は、

サークルでの練習風景です。)

llttp://www.geOcities.わ /dance_namiki/ 問合せ TEL 046 852 3778正根

競技ダンスに参加しながら

きれいに踊 りたい人

皆で待っております

代表者 :細細 和夫

(こ うけつ かずお)

連絡先 :090-3919-0608

会員名簿

D

D

|

D

石 原

下 た
一，

一，

■

阿38

女 保

久

事|.言 早

b

6岸

嬬 飼

4

蝸

木 島 肩

`

保土ヶ谷ステップフェローは、昭和43年 に創立で、年一回のダン

ス発表会を今年で36回 目を迎えようとしております。講師は、鈴

木元也先生で 「テンダンスを踊れるようにJを 目指し指導いただい

ています。会員は約50名 で、20代から60代まで幅広い年代に渡っ

ています。練習場所は主に保上ヶ谷スポーツセンター、地区センタ
ーなどです。一度見学においで下さい。

連絡先 :坂元会長 TEL 045(241)1254

20代からベテランまで、本厚木で活動しているサークルです。

活動は施設の抽選結果によって左右されてしまうため、会員にとっ

てメイリングリス トは欠かせない存在です。
「来るものは拒まずJですので、宣しかったら、一度見学にどうぞ。

問合せは、盛屋まで TEL 046(229)0502

神奈川県は、 日本を代表す る選手を多 く輩出 してきた県ですが

先日の第24回 三笠官杯今日本ダンスス

ポーツ選手権大会でスタンダー ドチャン

ビオンの渡辺 和昭・渡辺 裕美組 (神

奈川DSC所 属)が引退 とな りました。

残念でなりません。
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ドレスアップ よ<ある質問に対するワンポイントアドバイス

初めましてダン子です。このコーナーはダンスに関連するどこにでもある身近な話題のおしゃべ

りや、雑学と称して載せていきたいと思います。

皆さんも何か話題がありましたら、お知らせください。お待ちしております。

その 1 からだの雑学  「
=じ

酸」

筋肉の疲労は、筋肉に乳酸がたまっている状態。ふつう130グ ラム程度の7L酸がたまっても大文

夫なのですが、運動不足や食生活から血行が悪くなってくると、その許容量が下がってきます。
スポーツの疲れが2～ 3日 たつて残っているようなら、生活を改善する必要がありそうです。
たまった乳酸を解消するには次のような方法が有効です。
1)深 く長い呼吸  2)軽 い運動  3)ぬ るめの入浴  4)リ ラックス

5) 良質の睡眠  6)緑 黄野菜や柑橘類を食する    7)良 質の水分

その 2 ファッシ∃ン雑学  「チ∃―カーをつ<り ませんか?」

このところ準正装も増えてきました。女性の方に影響があるのですが、床
をキズつける装飾は駄目ですよね。そこで ドレスと同色系の布を買つてき
て手作りのチョーカーは如何でしょう、マジックテープで止めたりして、

余ったらリーダーさんの胸もとやポケットにひと工夫 !!

子供とダンススポーツ
今や若年層から中高齢者までが楽しめる生涯スポーッの

花形として自負するダンススポーツですが、未来を支える

ジュニアの育成が 」DSFで は大きなテーマとなってい

ます。

三笠宮杯併催行事の 「子供ダンスうんどう」において神奈

川県より小学校 3年生を中心とした 11名で構成のジュニ

アチームがダンスを披露しましたが、この練習の中でコーチとして私が実体験したことは、「は
じめてのダンススポーツJは子供や保護者にとって、不安に満ちていることを良く認識するべき
で、まずは信頼関係を築くために、子供に対しては「同じ目線で考えて意見を良く聞くJこ とに

尽力し、保護者に対しては「ダンスが上手い子供を育てる」といったことよりも「健康で幸せな
子供の将来を願ってダンススポーツがお役に立ちたいJと の姿勢を明示する必要があると痛切に

感じました。

今後は子供に単に楽しいダンスの思い出を残すだけではなく、 リトミックやエアロビックなどの

成長期に必要な数々の音楽的身体運動を取り入
れて行くと同時に、その中から」DSFの 競技

選手の輩出をめざしたいと思つています。

文部科学省も「子供の居場所づくり」、や競技団

体と市町村の協力による全国子供スポーツ大会

実現に向けて本格的に取組みを開始しました。

ジュニア育成については課題も多く、県連盟の

皆さんともじっくりと考えて行きたいですね。

|● 伊藤定/神奈川県ダンススポーツ連盟 副会長

機
=|||

三笠宮杯子供ダンス運動に参カロされたこそ
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2004年度

'実
績 2005年度誕予定 ][][]::3;籍

1月 31日

2月 8 Fl

2月 22日

3月 28日

4月 11日

5月 9日

5月 9 El

5月 22日

5月 2211

5 月30 El

9月 5日

9 月20日

9月 26日

9 月23日

10月 2～ 3

10月 3111

11月 7日

ll月 2111

12月 23 El

12月 23日

=逹
il■ ダンスパーティー 贅～横浜プリンスホテル

第 9口 赤い靴林ダンススボーツ大会

基礎枝能認定会

第25口 llE模ベーシック競,t大 会

第55口 川崎市ダンススボーツ競友大会

第14口 lt浜ベイサイ ドカ ップ大会

第 8口神奈力|♀ 選手権大会

第 2口 和模原市ベーシ ック読枝大会

第14口 相模原市シルバー大会

第41口 湘商ダンススボーツ大会

第56口
"1峙

市ダンススポーツ競ォt大会

第42口 湘商ダンススボーツえ会

第10口 赤い靴林ダンススポーツえ会

Ca指導員研修会
目 指導員講習会

第11口相模原市長杯戦ランキング戦競オt大会
ハ1崎市市制え念 市民ダンススボーツ競ォた大会

第29口 粕模ダンススボーツ競技大会

神奈力1県 シルバー人会

早連主催 200イ ダンスのつどい

県連盟からおしらせ

神奈川県選手権大会
2005年 7月 3日 に、平塚市総合体育館にて、神奈川

県選手権大会を開催致します。

本大会は、都道府県対抗全国ダンススポーツ大会神

奈川県代表選手選者、県ランキング戦対象とともに、

第 2回神奈川県サークル対抗戦も開催しますので、

奮つてご参加の程、よろしく御願いします。

【あなたのステップをチェック】
第 3回 神奈川」DSF基礎技術認定会

日  時 :平成17年 2月 13日 (日 )

会  場 :茅ヶ崎市コミニュティホール

出場資格 :一般ダンス愛好家 (個人)

認定種目 :ワ ルツ・タンゴ・ルンバ・チヤチャチャ

認 定 料 :4000円

詳しい問含せ先 :願細和夫090-3919-0608

インターネット
ホームページ
http://www.jdsf.or.』 p/kanagawa/

のお知らせ 編集後記 ⅢⅢⅢⅢ十争ヽ牛響

1月 22日  川崎市新春ダンスパーテ ィー /中 ′卜企業li人 会館
2月 13日  基礎装 lTT認 定会/オ ヶ峙市後所 。コミュニテ ィホール

3月 27日  第26口 和模ベーシック荒」t大会/占 足稿体育センター

4月 17日  第57口 川崎市ダンススボニツ競ォt大会/と どろきアリーナ

5月 11日  第 3口 和模原市ベーシック荒lt会 /北総合体育館
5月 15日  第15口 横浜ベイサイ ドカ ソブ大会/横浜え化体育常
6月    第43口 llち ダンススボーツ大会/小 口原アリーナ

6月    鎌倉ダンススボーツ大会/鎌含式道館
7月 3日  第 9口 神奈川♀選手lL大会/千 塚市

“

合体育
"7月    川崎市市民3れ あい&シ ルバー大会/中 小企業婦人会館

8月 20日  横浜市連15周 年配念祝賀会/横 浜ベイシェラ トン

9月 19日  第58口 ,1崎市ダンススボーツ競ォt大会/と どろきアリーナ

9月    第44口 沐口商ダンススボーツた会/千 塚総合体育信
10月 30日  第12口 粕模原市長l・ 戦ランキング戦読装大会/市 立総合体育常
11月    第11口 赤い瑠ヒ杯ダンススボーツ大会/横 浜文化体育信
11月 13日  川崎市市キ1記 念 市民ダンススホーツ読It大 会/川 崎市体育備
11月    第30口 Tl模 ダンススボーツ読表大会

11月 20日  藤沢大会/藤沢市秩父官体育館
2006年 1月 8日  鎌合大会/鎌 倉芸llT情

2004'ダンスのつどい
平成16年 12月 23日 PM430～ 8Ю O迄、り仙奇市中小企業婦人会館12て

神奈川県ダンススポーツ連盟主催のダンスパーテイーを行ないます。

前売り2,000円、当日2,500円 です。皆様のお越しをあ待ちしております。

2004神奈川県DSC技術研修会
12/25(土 )神奈川県DSCでは「2004神奈川県DSC技 術研修会」を

開催いたします

会場 :り 仙奇市中小企業婦人会館

①10時～120寺 練習会その 1 神奈川県DSC会員対象で無料

② 13時 ～160寺30分 (受付開始12時 30分 )

会費 :神奈川県DSC会員 1人500円 」DSF会員 1人 1000円
一般 1人 1500円

神奈川県DSC会員、JDSF会員は、会員証。選手登録証持参の事。

無い場合は一般扱いとなります。

内容 :13時～14時 30分 レクチヤー

テーマ「女性を美しく見せるテクニツクJ

講師 」BDF奥山俊―・奥山浩子先生
14時 30分～160寺 30分 練習会その 2

(希望者にはOB及び公認審判員がワンポイントアドバイスをさせてlelき ます)

県連盟初めての広報誌です。

試行錯誤の中、なんとか 1号 を出す ことが出来ました。

これも皆様の協力あつての事だと思います。これをご覧

になり、ご意見やご感想、投稿記事などございましたら

広報部員まで御願い致します。

次号は、更に良くなるよう部員一同頑張つて行きます。

県連盟では、皆さん

にお知らせしたい事

や競技結果などを、

ホームベージに掲載

しております。
発行日

発行人

企画・編集。発行

発行部数

印刷所

平成16年 12月 1日

神奈川県ダンススポーツ連盟

神奈川県ダンススポーツ連盟
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