
神奈川県ダンススポーツ連盟

_′ 体育授業で楽しく
｀

`′
ダンススポーツ!!

学校教育検討委員会委員長

柴田 真理子

」R逗子駅から車で走る事十数分、緑豊かな丘の上に沼

間中学校があります。近くにコンビニ等は何も無く、自然環境

に恵まれた所です。全校生徒約270名が楽しく中学校生活

を送つています。

昨年、平成23年 1月 17日～2月 4日まで体育授業を導入さ

せていただきました。平成24年から中学校の体育授業で武

道とダンスが必修になると文部科学省から発表され先生達

が準備を始めたのです。

ダンススポーッは全くといって良い程ご存知なく、創作ダン

ス、ヒップホップの言葉が聞こえるのが現状です。おそらく、

ダンススポーッに取り組んでいただけるのは数少なく、稀な事

と感じます。教育委員会を訪ねたり努力はしてみてもなかな

かうまくいきません。そのような中、逗子の沼間中学校が手を

上げてくださいました。ダンスもいろいろありますが、現代的リ

ズムの分野ではサンバやリズム体操が該当します。

1年 目の授業は、手をつないで輪になる事に慣れていない

生徒達に苦労しました。思春期の子供達が男の子と女の子

で手を繋ぐのはなかなか大変な事なのです。生徒達は努力

をしていたのです。9月の逗子アリーナで行われたダンス発表

会にはペアで踊る部分もしっかり取り入れた創作ダンスを踊つ

ていました。すばらしい進歩です。手を繋ぐ事によリコミュニ

ケーションが取れだしました。これからの沼間中学校が楽しみ

です。

2年目の今年はサンバに挑戦。手をつなぎ、円になり、ボル

タの練習です。動きがあり楽しいものですからワーワーキャー

キャー歓声があがり大うけでした。

今回は神奈川大学から教育実習生の男の先生も加わり、

熱′しヽに学んで帰られました。

彼が先生になり学校に戻った時に、ダンススポーツを取り

ワ
入れてくれる事を期待いたします。ダンススポーッを多くの人

に知って頂くために、この取り組みが末永く続くように願ってい

ます。

来年はチヤチヤチャで、沼間中学校は元気にダンススポー

ツです。

′神奈り:1県体育功労者として

森木 行徳 県副会長 表彰される

平成24年 1月 7日 に神奈川県教育員会より、神奈川のス

ポーツ振興の功績のあった「県体育功労者」と「県スポーツ優

秀選手」の表彰式が神奈川県庁で行われ、森木行徳県副

会長が「県体育功労者」として、表彰されました。

森木行徳県副会長は故鈴木清県連盟相談役と共に最初

からアマチュアダンス界の組織化に力を尽くされ、今日にい

たっていることと、永年のご努力が今日の表彰に繋がったこと

と思います。

また、川崎市ダンススポーツ連盟の笹井静恵常務理事も

「県体育功労者」として、表彰されました。

ダンススポーッと言う名称が地域社会に中に解け込んで行

く事こそ、私たちが、待ち望んでいたことではないでしょうか。

ダンススポーツで仲間を増やし、頑張りましょう。

文責 :神奈川県ダンススポーツ連盟

副会長 :安田輝子

α′青葉区ダンススポーツ連盟が

`団体加盟

昨年、県連盟規約を改定して政令指定都市連盟の下に

区連盟が加盟出来るようにしましたが、2月 度常務理事会で、

第 1号として青葉区が横浜市連盟の下に加盟承認されまし

た。

今後は、区連盟として」DSF 3級 以下の公認競技会を開

催出来るようになります。大きな可能性を持った区連盟であり、

」DSFの会員登録や認定サークルの新規登録による会員拡

大の推進が期待されています。初めての区連盟設立ですの

で皆さん宜しくお願い致します。

青葉区ダンススポーツ連盟

会長 :中村 武

認定サークル数 :5  会員数 :202名

未認定サークル数 :22 会員数 :552名



′厚木市ダンススポーツ連盟の /DANCE
ィ
′
正加盟承認 r/その後

7年来の懸案事項であった厚本市ダンススポーツ連盟の

正加盟が 4月 県連盟理事会に提出され承認されました。

相模連盟から移籍する4サークルと厚本市アマチュアダ

ンス協会が一体となって新しい連盟を設立します。

相模連盟は会員数が減少するので役員の補充・育成が

必要となり真剣に取り組んでいます。相模連盟と厚木市連

盟は県連盟団体規程にある通り発展的な実践であり、今迄

以上に協力し合うと共に、県連盟としても両連盟の自主的な

活動を支援して行きます。

新しい連盟が出来ると活動が活発化して会員拡大に繋

がると期待されています。皆さん、8年振りの独立正加盟に

対し、温かいご支援・ご協力をお願い致します。

′ねんりんビック2011

`′
熊本大会の結果報告

相模原市チーム第6位の快挙

野村組 (横浜市)ワルツ優勝、タンゴ準優勝、

奥井組 (り |1崎 市)チャチャチヤ第4位

ねんりんピック2011熊本大会は平成23年 10月 16日 に

熊本県上天草市大矢野総合体育館で、開催され、団体

戦は全国から46組ものチームが参加し、大会を盛り上げま

した。地元の方々から当日雨の中を沿道で 50人位づつが

2か所で旗を振って迎えてくれる、温かい対応をしていただ

きました。

●団体戦 (参加組数46組 )

第1位 熊本県A、 第2位 東京都A、 第3位 岩手県

第6位 相模原市

(Wi岡 本寿一・岡本保美、T:落合武紀・落合久枝

C:佐藤安昭・佐藤加代子、R:大橋徳雄 。大橋たか子 )

準決勝 横浜市

(Wi野村隆一・野村康子、T:坂上重一・坂上美恵子

Ci林 峯之・林 暁子、R:田 中幸男・日高睦代 )

最終予選 川崎市

(Wi田村 功・田村 敏子、T:山崎和雄、山崎照子

Ci石川勝利・石川美津子、R:奥井恒明・奥井由紀子 )

●個人戦 (神 奈川県選手の成績 )

ワルツの音6(参加組数169組 )

優勝 野村隆一・野村康子 (横浜市 )

タンゴの部 (参加組数 167組 )

準優勝 野村隆一・野村康子 (横浜市 )

チャチャチャ(参加組数 126組 )

第4位 奥井恒明・奥井由紀子 (り |1崎 市 )

(元 )全日本スタンダードチャンピオン

(現 )」DSF公認審判員

吉田大治郎・吉田美園

今は昔。現役引退して12～3年ほどたつのでしょうか。あ

れほど、来る日も来る日もダンスダンスの毎日であつた頃が妙

に懐かしく感じております。私の人生において、これほど時

間をかけ、これほど熱く生きた時代は、このダンスをおいてほ

かにはありません。「現役引退」がいつか来るとは分かつてい

ましたが、それすら忘れるくらい日々 ダンスに明け暮れており

ました。

その甲斐あってか、日本代表で世界選手権やワールドかノ

プも経験させていただきました。また、同じ時代の競技仲間

との練習会や海外へ競技会出場した経験も、私の大切な、

貴重な思い出となっています。

いつからこんなにダンスが好きになったのか定かではありま

せんが、気が付いた時には「競技ダンスの魅力」に取りつか

れていました。そんな私がある日、突然体調を崩し、それをきっ

かけにダンスの引退を考えるようになりました。

それはそれで、ダンスを引退したら、何をやろうか、あれも

やろうか、これもやりたい…。と勝手に考えておりました。あん

なにダンス漬けの毎日だつたから、時間を持て余すのではな

いかと余計な′亡、配もしていました。

現在は、仕事は勿論のこと、神奈川県DSC理事、神奈

川県DSF理事、」DSF強 化部に身をおいているほか、指導

員、審判員としても微力ながらお手伝いさせていただいてお

ります。また、私的には、まだ幼少の扶養家族もおり、結構

忙しい日々 を過ごしております。

BIGな大会の観戦の後には、競技選手の鍛えられた体

に刺激を受け、もう一度ダンスで鍛え直そうかと思いつつ、

忙しさにかまけて何らトレーニングしない日々 の繰り返しです。

体は、体重増、筋肉減の状態で、もう一人の自分が「早くも

とに戻して。」と言っ

ているようで、ここら

でなんとか「リセット」

したいとつくづく感じ

ている昨今です。

今後は、現役選

手のサポートに合

わせて、自分 自身

の体へのサポートも

両立しながら取 り

組 んでいきたいと

思っております。最

後に一言…「継続

は、力なり」。
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高津ダンスクラブ (1‖崎市ダンススポーツ連盟)

当クラブは、昭和46年、県立高津青少

年会館主催による勤労青少年対象の

社交ダンス入門講座終了後、勤労青少

年の交流、集いの場として講習会員に

よって高津ソシアルダンスクラブとして発

足しました。当クラブは、上級者が初心

者・初級者を指導する形で

行ってまいりました。以来、ダン

ス練習、合宿、レクリエーシヨ

ンや会館の行事を通じて、会

員及び他サークルとの親睦、

交流を図つてまいりました。昭

和54年 に「り|1崎市社会人ア

マチュアダンスサークル連

盟J(*)に加盟しました。以後、連盟の

パーティ、初。中級競技会等の行事の出

場・運営に参加協力してきました。競技

会出場に伴い、競技会指向の練習に移

行しランキング制成立後、会員はダンス

技術向上に研錯し上級者を多数輩出し

ています。

*;平成11年「り|1崎 市ダンススポーツ連

盟」に改編。

●お問合せ 鈴木 達夫

電滸皐044-733-6076

YYSC(横浜市ダンススポーツ連盟)

サークル発足から35年。当時は子育

てから少し手が離れた人、又仕事 (会

社勤務)のやりくりの時間の中で一歩ず

つ上達するのを楽しみに練習に励んだ

日々 でした。

30数年たった現在は子育てや仕事

から解放され時間はたっぷりありますが、

身体が正直衰えてきました。しかしまだま

だ競技に又発表会を目標にそれぞれの

メンバーは向上′亡、をもって練習に励んで

おります。

ダンススポーツとして社会に認知され

た昨今、ダンスの輪を広げようと若い世

代へ参加を呼びかけていますが反応が

鈍く残念に思っています。

YYSC 鈴木マトシ

が図れます。

練習会に参加されたい方歓迎です

遊びに来てください。

●お問合せ

森 :0463-95-1840、

長野 :0463-58-5193

トップダンス (相模ダンススポーツ連盟)

トップダンスのサークル紹介としては 2

回目になります。現在サークルの選手登

録会員は当初に比べ少なくなり、会員の

拡大が当面の課題です。反面、練習会

場は週 2回確保され他サークルに比べ

恵まれていると思っております

練習会場を紹介いたします。

月曜日:金目小学校の体育館、

pm7:30～ 9:00

木曜日:みずほ小学校の体育館、

pm7:30´ ヽ́9:00

となっており、これらの会場が費用も

発生せず使用できます。

体育館の練習会場は夏暑く、冬寒い

という難点も若干ありますが、それに勝つ

て良い点が余裕の広さです。競技会の

フロアーを想定し、競技と同じフイガーを

場所の制約を受けることなく練習できる

ことは何にも変えがたいものです。この

広さを活用して、例えば競技選手のた

めのトライアル練習会を開催していけれ

ばと考えております。体育館での競技に

見立てたトライアル練習は予選、決勝を

想定した踊りこみが出来、フイガーの確

認、2曲、4曲と競技時間 1分 15秒～

30秒を踊りきる競技持続力の維持向上

QE―Ⅱ(鎌倉市ダンススポーツ連盟)

初めにサークルの名前ですが豪華客 スを楽しむ事です。練習の合間お茶を

船「クイーンエリザベス2世号」を意味しま 飲みながらダンス談議だけではなく様々

す。20年程前出来たサークルですが創 な話に華が咲きます。

設者 (故人)が以前乗船しその素晴らし  会員のほとんどが団塊の世代である

さに魅了されて命名したとの事です。   ので高齢化対策も課題のひとつです。

大船にある玉縄学習センターで日曜日  会員各 が々自分の体力に合わせた練

の午後に活動しています。また月2回火 習をしています。ビジターの方も歓迎で

曜日の夜 (第 2・ 第4火曜日)にも活動し す。遊びに来てください。

ています。 写真は今年 1月 10日 夜におこなわれ

●お問合せ 林 由紀雄

045-892-1315

サークル活動の最大目的は皆でダン た新年パーテイのひとコマです。



■平成24年 9月 17日 (月・祝)

時間未定

第4回神奈川県大ダンスフェ

ステイノウレ

神奈川スポーツセンター(横浜

市神奈川区三ッ沢)

く指導部>
■平成24年 4月 14日 (土 )

第2回」DSF公認指導員研修会

男女共同参画センター横浜

■24年度」DSF公認新規指導

員養成講習会

平成24年 4月 28日 (土 )

机上講習

平成24年 5月 3日 (祝・木)

実技講習

平成24年 5月 26日 (土 )

選考試験

男女共同参画センター横浜

■平成24年 8月 12日 (日 )

第3回」DSF公認指導員研修

会ラポール・シアターホール

E10月～11月

第4回」DSF公認指導員研修

会相模原市あじさい会館予定

<競技部・採点管理部合同>
■平成24年 7月 7日 (土 )

12:00´-17:00
「競技長・採点管理長」合同

研修会

かながわ労働プラザ第567会

議室

<技術認定部>
■平成24年 4月 14日 (土 )

13:00へ 1́6:30
ハイグレード技術認定講習会
二官公民館

■平成24年 5月 26日 (土 )

ハイグレード認定講習会

相模原市立体育館

■平成24年 6月 30日 (土 )

10:00-17:00
ハイグレード技術認定会

相模原市立体育館

■平成24年 8月 5日 (日 )

グレード1、 2の技術認定会

<事業部>
■平成24年 6月 (詳細は未

定)

第3回ダンスッアー

熱海ニューフジヤホテル(現地

集合、現地解散)

<ジュニア育成部>
■平成24年 5月 13日 (日 )

9:30ベン12:00

横浜 技能文化会館

■平成24年 7月 8日 (日 )

13:00-17:00
相模原 あじさい会館
いずれもジュニア対象講習会

講師は未定

<川崎市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 4月 21日 (土 )

第71回川崎市ダンススポーツ

競技大会

川崎市体育館

■平成24年 7月 15日 (日 )

第13回川崎市市民ふれあい

ダンスフェステイバル

普及競技会及び納涼ダンスの

集い

新百合トウェンティワンホール

■平成24年 9月 2日 (日 )

ロイヤルシエア選手権関東甲

信越大会

第72回川崎市ダンススポーッ

競技大会

(臓浜市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 6月 10日 (日 )

ベイサイド争奪第22回横浜

市ダンススポーツ大会

横浜文化体育館

■平成24年 7月 2日 (日 )

初心者講習会・ダンスフェステ

バル

西スポーツセンター

■平成24年 7月 24日 (火 )

雨天の場合は25日 (水 )

Dance Dance Dance

@YOKOHAMA 2012
(踊 って・観て。楽しむダンス

フェスティバル)

横浜赤レンガ倉庫野外広場

■平成24年 9月 9日 (日 )

第17回 YOKOHAMA赤 い

靴杯ダンススポーツ大会

横浜文化体育館

http://wwwidslor.jp/yoko

hama― dsf/

<湘南ダンススポーツ連盟>
■平成24年 4月 28日 (土 )

第57回湘南ダンススポーツ競

技大会

平塚総合体育館

■平成24年 7月 16日 (祝 )

第58回 湘南ダンススポーッ競

技大会

平塚アリーナ

■平成24年 8月 5日 (日 )

技術認定会

平塚商工会議所

■平成24年 10月

特例技術認定会予定

横須賀はまゆう会館

■平成24年 3月 31日 (土 )

1:00～
会員拡大フェステイバルを開催

横須賀市総合福祉会館

■平成24年 7月 28日 (土 )

会員拡大フェステイバルを開催

茅ヶ崎コミュニテイー

■平成24年 8月

技術講習会予定

く相模ダンススポーツ連盟>
■平成24年 6月

技術認定会予定

■平成24年 10月 7日 (日 )

第39回相模 DS競技大会

南足柄市体育センター

く相模原市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 5月 18日 (金)か

ら毎週金曜日全7回

19:00～ 22:00

市民初心者ダンス講習会

市立体育館 (市役所前)

■平成24年 5月 19日 (土 )

9:30´-18:00

第22回 相模原市ダンスス

ポーツ競技大会

相模原市立総合体育館

■平成24年 6月 17日 (日 )

9:00-16:00
中級技術講習会

市立体育館 (市役所前)

■平成24年 7月 29日 (日 )

9:00^´ 12:00

中級技術講習会

市立体育館 (市役所前)

■平成24年 8月 24日 (金 )

13:00～ 16:00

技術認定講習会 (Gl～G6)

市立体育館 (市役所前)

■平成24年 8月 31日 (金 )

13:00-16:00
技術認定講習会 (Gl～G6)

市立体育館 (市役所前)

■平成24年 9月 8日 (土 )

9:00～ 16:00

」DSF技術認定会(Gl～G6)

市立総合体育館

■平成24年 9月 4日 (火)から

毎週火曜日全7回

9:00ベン12:00

市民初心者ダンス講習会

市立体育館 (市役所前)

■平成24年 9月 30日 (日 )

9:30-18:00
第23回相模原市ダンススポーツ

競技大会(第 20回市長杯争奪)

市立総合体育館

く鎌倉市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 4月 29日 (日 )

ダンススポーッを楽しむ会

鎌倉武道館

■平成24年 8月 19日 (日 )

第24回 鎌倉市ダンススポーッ

大会

鎌倉芸術館小ホール

■平成24年 10月 28日 (日 )

第19回鎌倉市ダンスフェスティ
バリレ

鎌倉芸術館小ホール

httpノ/wwwjdslorjp/
kamakura― dsf/

<藤沢市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 4月 9日 (月 )

市連盟総会

村岡公民館

■平成24年 5月 19日 (土 )

連盟倉1立 10周 年記念式典
パーテイー

藤沢グランドホテル

■平成24年 5月 28日 、6月 4
日、6月 11日

初心者講習会

■平成24年 9月 29日 (土 )30日

(日 )

リーダースキャンプ(29日 )

技術認定会とダンスフェスティ
バフレ(30日 )

■平成24年 11月 24日 (土 )

大会記念ダンスフェステイバル

平成24年 11月 25日 (日 )

第11回藤沢市ダンススポーツ

大会

<神奈り!1県 DSC>
■平成24年4月 21日

第2回 DSC主催ダンススポー

ツ研修会

鶴見サルビアホール

プロ講師によるレクチャーと練

習会

参加資格の制限はありません

■平成24年 6月 23日

第3回 DSC主催ダンススポー

ツ研修会

鶴見サルビアホール

詳細内容は未定

参加資格の制限はありません
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平成24年4月 5日

神奈川県ダンススポーツ連盟 仲野 巽

神奈川県ダンススポーツ連盟 広報部
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