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9/24日(土)開催の業務執行理事会の概要についてお知らせします。

組織変革委員会
新ビジョン策定委員会の設置と一部メンバーの公募について
2022年度事業計画に定める「中長期計画の見直し」を行うため、以下の通り「新ビジョン策定委員会」を設置して始動し
ます。併せて、プロジェクトメンバーを若干名公募することになりました。
名

新ビジョン策定委員会 (45周年記念式典までの暫定的なプロジェクトとする)

称

プロジェクトメンバー

プロジェクトリーダー : 中道 俊之（組織変革委員会委員長）
サブリーダー : 北牧 雅文（新サービス検討委員会委員長）
プロジェクトメンバー : 中根大幾（PD関東甲信越）
外部有識者 : 外山 晋吾（元Jリーグ特任理事）
吉井 栄伸（株式会社ビーネックステクノロジーズ 代表取締役社長）
プロジェクト発起人 : 山田 淳

GD会員、PD会員の中からプロジェクトメンバーを公募します。
公募によるプロジェクトメンバーは若干名とし、11月初旬に委嘱予定です。

公募の詳細については別途、
ホームページ等でご案内いたします。
皆様のご応募をお待ちしております!!

アスリート委員会
アスリート委員会規程の整備および委員について
新たなアスリート委員会規程に則り、以下のメンバーがアスリート委員として承認されました。
盛田 めぐみ
G D

山田 恭平
大西 咲菜

山嵜 圭太
P D

太田 吏圭子

ブレイ
キン

久保田 弓椰

半井 彩弥
岡田 修平

事務局より
ウクライナダンススポーツ活動支援のための最終寄付金額のご報告
8月度業務執行理事会議案22-107において、8月31日で受付を終了しました皆様からの寄付金額について以下の通り
報告がありました。
皆様からお預かりした寄付金は、

寄付金総額

1,344,000円

現在、WDSFウクライナダンススポーツ連盟へ送金手続き中です。
都道府県連盟の皆様、JDSF会員の皆様、
あたたかいご支援、誠にありがとうございました。

ウクライナ通貨 UHA(グリブナ)約350,000
※9月23日レート 1フリヴニャ＝3.84円でレート算出
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PD事業本部／PD審判部
第34回 全国公認指導員･公認審判員･ＰＤ会員ダンススポーツコングレス開催について
従来は指導部主体で開催されていましたが、今回はＰＤ審判部主管によるダンススポーツコングレスを行う事となりました。
コングレスはWeb配信で、11/19日及び20日の三笠宮杯を視察研修に充てて開催いたします。

《コングレス視聴期間》
2022年10月10日(月)～11月４日(金)
講 師

ベネデット・フェルジア

ガブリエル・ゴフレッド

ファビオ・ボスコ

※日本語吹替版

《視察研修日》
2022年11月19日(土) または 11月20日(日)

第42回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権

会場: 川崎市とどろきアリーナ

上記の動画視聴と視察を受けていただく事で更新ポイントの2ポイントが付与されます。
詳細につきましては別添のフライヤー他をご確認ください。

競技本部
2023年の派遣選考会について(予定)
世界ユース選手権／ジュニア選手権（スタンダード・ラテン）への派遣選考は、代表派遣をする世界選手権開催日３か月
前を起点とした３大会のポイント結果により選考します。

《派遣選考会》
2023年度世界ジュニア10ダンス選手権

2023年 1月 8日 京都:京都府伏見港公園体育館

2023年度世界ユース10ダンス選手権

2023年 2月26日 京都:京都府伏見港公園体育館

2022年度世界10ダンス選手権

2023年 6月 4日 会場未定

世界シニア10ダンス選手権

2023年 1月 8日 京都:京都府伏見港公園体育館

世界シニアⅢダンス選手権

2023年 7月30日 福井:福井市体育館
※日本スポーツマスターズ2023福井大会記念事業DS競技大会

2023年のJDSF公認・承認競技会(予定)
4月9日 〈大分〉
4月16日 〈京都〉
7月9日 〈富山〉
7月16日 〈静岡〉
7月29、30日 〈群馬〉

グランプリ
St

べっぷアリーナ
西宇治体育館

〇

富山市総合体育館

〇

グランシップ

La

St

〇

〇

La

10月1日 〈北海道〉

北海きたえーる

〇

東京体育館 三笠宮杯

〇

St

La

ジュニアⅡ
St

La

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

高崎アリーナ
オールジャパンジュニア
青葉体育館

ユース

〇

〇

9月10日 〈仙台〉

10月21、22日 〈東京〉

シニアⅠ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

※上記の日程・開催場所は変更になる場合があります。予めご了承ください。 (2022年9月24日現在)

2

三笠宮杯実行委員会
第42回 三笠宮杯準備状況のご報告
今年はコロナを乗り越え、ほぼ100％の人数制限のない観覧席をご用意しています。
来場者にはお楽しみ企画の他、タレントの出演も現在、検討中です!

2022年11月19日(土)、20日(日) 川崎市とどろきアリーナ
三笠宮杯の最新情報はこちらでチェック!

https://jdsf.or.jp/event/mikasa2022/
観覧チケットはこちらからゲット!

アリーナ席は残りわずか!!
購入はお早めに!

https://t.livepocket.jp/e/mikasa2022/
ダンスサークルの仲間やご近所の友人・知人をお誘い合わせの上、
好きな選手を応援しにぜひ、会場へお越しください
驚きと感動が交差する最高峰の競技会を一緒に楽しみましょう
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第 34 回ダンススポーツコングレス
JDSF 全国公認指導員・公認審判員・ＰＤ会員資格更新のための研修会
１．日時
コングレス動画視聴期間：2022 年 10 月 10 日(月)～11 月 4 日(金)
講師 ベネデット・フェルジア
ガブリエル・ゴフレッド
ファビオ・ボスコ
※日本語吹替版
視察研修日：2022 年 11 月 19 日(土)又は 11 月 20 日(日)
第 42 回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
会場：川崎市とどろきアリーナ
・上記の動画視聴と視察を受けて頂くことによって更新ポイントの２ポイント付与されま
す
注：視察研修について当日会場での観戦が難しい場合、動画配信された三笠宮杯を視聴して
頂き、それに対するレポート提出して頂きます
２．動画視聴＆視察チケット購入期間：2022 年 10 月 10 日〜10 月 28 日
３．参加費 9,000 円【三笠宮杯入場 B 席券(自由席)1 日分を含む】
※別途チケットペイ・システム利用料 330 円(税込)がかかります。
注１) 視察研修について川崎市とどろきアリーナでの三笠宮杯観戦が難しい場合でも、自由
席入場券の払い戻しはいたしません。
（特注

PD 会員の三笠宮杯以外の各地で開催されたグランプリ等の視察研修を行うとい

う、２０２２年度コロナ禍における視察研修機会拡大の特例を受ける会員はアンケートの
回答の際

“視察研修できない” に☑を入れておいてください）

注２) 観戦当日の指定席を別途ご購入された場合、当日受付に申し出て下さい。（差額分返
金）
４．参加申込方法
・事前申込制 2022/10/10～10/28 にチケットを購入

・チケットペイ・マイページ登録(無料)

（購入時に要登録）

・チケットをクレジットカードもしくはペイペイ(PayPay)で購入

５. コングレス視聴方法
・チケット購入後、コングレス視聴期間内（10/10～11/4）にチケットペイのマイページか
らリンクをクリックし動画視聴してください。
６．三笠宮杯観戦 B 席券(自由席)の受け取り方法
・チケット購入時に視察研修日をお選びいただきます。
・視察研修日、川崎市とどろきアリーナ来場時に専用受付でお渡しいたします。
７．その他
・JDSF の領収書は発行できません
コングレス視聴チケット購入時に購入者宛に送付される「入金確認のご連絡」メールが領収
書として利用可。
８．問い合わせ先
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 コングレス係
電話番号: 03-6457-1850
受付時間: 10:00 ～ 17:00(土・日・祝日を除く)

第３４回
全国公認指導員・公認審判員・PD会員
ダンススポーツ・コングレス
（WEB配信）
JDSF公認指導員・公認審判員・PD会員資格更新のための研修会
※ポイント更新の場合、コングレス受講と視察研修である三笠宮杯1日観戦の両方を
受けていただくことによって２ポイントが付与されます。

コングレス視聴期間 2022年10月10日(月)〜11月４日(金)
視察研修日 2022年11月19日又は20日 川崎市とどろきアリーナ
上記２つを受けて頂くことによって更新ポイントの２ポイント付与されます

講師

ベネデット・フェルジア

ガブリエル・ゴフレッド

ファビオ・ボスコ

募集人員 制限を設けません
参加費

9,000円 (観戦チケットを含む/ 視聴期間：2022年10月10日(月)〜11月4日(金)まで）

※別途システム利用料330円(税込)がかかります。
※観戦当日の指定席をご自身でご購入された場合、当日受付にて返金させて頂きます。
※視察研修について川崎市とどろきアリーナでの三笠宮杯観戦が難しい場合でも、観戦
チケットの払い戻しは致しません。

申し込み及びチケット購入期間
10月10日〜10月28日 ※購入期間外は内容表示されません
※参加者都合によるキャンセルの場合、返金は致しかねます。

申込及び支払い方法（チケットペイ）
下記のＵＲＬ又は二次元バーコードによるお申し込みお支払いになります
https://www.ticketpay.jp/booking/?auto_key=z33YzWRdhZbr7U0jm2AtqwEBhLkEP9

連絡先
〒135-0063
東京都江東区有明34２ 有明センタービル１階
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 コングレス係
T E L：０３-６４５７-１８５０
F A X：０３-６４５７-１８５７

