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　東京都ダンススポーツ連盟が創立 30 周年を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。

　貴連盟は、ダンススポーツを生涯スポーツとして普及、発展させるため、東京都アマチュア

ダンス協会として昭和 52 年に創立されました。以来、各種大会の開催等を通じ、ダンススポ

ーツの普及奨励に尽力され、現在は会員 7,000 名を擁する団体に発展されました。

　また、都民体育大会、都民生涯スポーツ大会において、競技主管団体としてご協力をいただ

いていることに深く感謝いたします。

　ダンススポーツは、年齢や体力に応じてだれもが楽しめるだけでなく、華麗な動きを競い合

う競技性をも備えたスポーツです。少子高齢社会を迎え、「だれもが」「いつでも」「どこでも」「い

つまでも」スポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の実現が望まれている今日、ダン

ススポーツへの期待は益々大きくなっていくものと思われます。

　創立 30 周年を機に、貴連盟が更なる飛躍をされ、これからの生涯スポーツ社会実現の推進

役となっていただくことを期待しています。

　終わりに、これまで東京のダンススポーツの振興にご尽力いただいた皆様に深く敬意を表す

るとともに、貴連盟の今後益々のご発展と皆様のご健勝を祈念して祝辞といたします。

東京都知事  

　　　   石 原 慎太郎

「東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年記念」祝辞

東京都議会  

　議　　長    川 島 忠 一

東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年祝辞

　東京都ダンススポーツ連盟が創立 30 周年を迎えられたことを、心からお慶び申し上げます。

　内山会長をはじめ、歴代役員の皆様方におかれましては、創立以来東京都におけるアマチュ

アダンスを組織化し、ダンスの健全な振興を図り、都民の体育向上に多大な貢献をされてこら

れました。

　本日までに至るご労苦に対しまして、心から深甚なる敬意と感謝の意を表する次第でございます。

　さて、少子高齢化の進行をはじめ、社会の高度・複雑化に伴い、皆様方におかれましては、

日頃の運動不足も相俟って様々なストレスを感じられることも多かろうと存じます。

　いうまでもなく、体育・スポーツは、健康や体力を保持・増進し、人間性を豊かにするばか

りでなく、生活を明るく、生き甲斐を感じさせる効果も抜群と言われております。ストレスの

多い現代社会では、健康で文化的な生活を営む上で、極めて大切であります。

　現在、東京都では、スポーツの祭典といわれているオリンピックを 2016 年に東京へ招致す

ることを決定し、招致に向けて積極的に取り組みを展開しているところでございます。

　都議会といたしましても、先の平成 18 年第一回定例会におきまして、人類の英知と創意工

夫を結集し、都市問題の解決に先駆的に取り組むことで、東京、日本、そして次世代を担う青

少年の未来を切り開くべく、2016 年の開催のオリンピック競技大会の東京都招致を決議いた

しました。今後とも引き続き、皆様方と手を携えながら、スポーツ振興に全力を尽くしてまい

る所存でございます。

　結びに、東京都ダンススポーツ連盟の更なるご発展と創立 30 周年を心からお祝い申し上げ

まして、私の祝辞とさせていただきます。
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　このたびは東京都ダンススポーツ連盟が創立 30 周年を迎えられ誠におめでとうございます。

長年にわたり組織を支え、ダンススポーツの普及発展にご尽力いただいた歴代役員をはじめ会

員の皆様に心から感謝とお礼を申し上げます。

　貴連盟が設立された昭和 52 年（1977 年）は、まさにアマチュアダンス創世元年とも言うべき

年でした。この年は貴連盟の発足を契機に、日本社会人ダンス連盟、全日本学生舞踏連盟、ア

マチュア全国選手会（LACD）の３団体によって日本アマチュアダンス協会が設立された年で

もあります。以来、30 年間にわたり東京都ダンススポーツ連盟は、本連盟の良きパートナーと

して、わが国のダンススポーツの普及・発展ならびに本連盟の組織強化に多大なるご尽力ご協

力いただき今日に見る全国的なアマチュア組織を形成することができました。

　おかげさまで本連盟も念願の公益法人となり、高齢化社会を迎えるなかで、国民の健康と明

るい生活を送るために「ダンススポーツライフ」の普及がますます重要な事業となってまいり

ました。また一方では、オリンピック関連の国際競技会でダンススポーツの正式種目化が進む

なかで、競技団体としての選手育成や次世代を担うジュニア選手発掘などが今後の重要な課題

となってまいります。昨年の東アジア競技大会では、貴連盟所属の石原・斉藤組、瀬古・瀬古組、

菅谷・尾崎組の大活躍により金メダル５個を含む９個のメダルを獲得することができ、アジア

における日本のダンススポーツのレベルの高さ、優位性を国内外に示すことができました。

　生涯スポーツとして、さらにはオリンピック、国体参加に向けたダンススポーツの発展のた

めに、今後とも良きパートナーとして本連盟へのさらなるご支援、ご協力をお願い申し上げま

すと共に、今後の貴連盟の益々のご発展をご祈念申し上げます。

社団法人 日本ダンススポーツ連盟  

　会　　長    斉 藤 斗志二

祝 　 辞

社団法人 日本ダンススポーツ連盟  

　専務理事    仲 野 　 巽

　東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年、誠におめでとうございます。

東京都連盟と日本ダンススポーツ連盟（JDSF、当時は日本アマチュアダンス協会・JADA）の

設立は 1977 年（昭和 52 年）で同じ年です。しかし、順番としては東京都連盟と神奈川県連盟

が設立されて一緒に社会人ダンス連盟（現在は解散）を作り、すでに存在していた学連、アマ

チュア選手会（現在は JDSF 内に統合）と協力して、三者の上部組織として JADA の設立を果

たすということだったようです。まさに東京都と JDSF の誕生は同じで、この 30 年間アマチュ

アダンス、ダンススポーツの成長とともに一心同体で歴史の道を歩んできたことになります。

　創立当時の 30 年前は、まだダンスがダンスホールやダンス教室だけで娯楽として踊られて

いる状況であったと思います。その中で、ダンスの持つ健全性とスポーツ性に着目し、地域に

根ざしたサークルを一つ一つ作り育成して、現在誰もがすばらしい生涯スポーツ、華やかな競

技スポーツとして見ているダンススポーツの世界を開拓していった東京都をはじめとする先達

者に心から敬意を表すると共に、その活動が 30 周年を迎えられたことにお祝いを申し上げた

いと思います。

　ダンススポーツは今や、老若男女が年齢性別を超えて、生涯を通じて健康増進のために楽し

める生涯スポーツの代表的存在となりました。また、一方高度な運動性と華麗な演技でオリン

ピック種目への採用、国体への参加が期待されるなど、新スポーツのホープとしても注目を浴

びています。

　日本ダンススポーツ連盟は、日本体育協会、日本オリンピック委員会というわが国の２大ス

ポーツ組織に加盟し、昨年は第４回東アジア大会に JOC 派遣の日本選手団の一員として派遣

され金メダルを獲得するなど、まさにスポーツ界の一員になりました。JDSF は、これを前進

の一歩として国体参加、オリンピック参加を目指して更なる活動をしていくつもりですが、今

後とも東京都連盟にもその一翼を強力に担っていただくことを期待したいと思います。

　過去 30 年、種々の困難を克服しダンススポーツ確立の活動をされた東京都連盟に敬意と謝

意を表するとともに、今後の 10 年、20 年も全国の都道府県連盟のリーダー的役割を果たし、

ダンススポーツの新たなる歴史のページを開くために一層のご活躍されることをお祈りして、

祝辞に代えたいと思います。

 東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年を祝って
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　東京都ダンススポーツ連盟は、本年度創立 30 周年を迎えることができました。これも偏に 

本日ご来臨の皆様を始め、会員の皆様、そして長い歴史の中で当連盟を温かく支えていただい

た多くの皆様のご指導ご助力によるものと厚く御礼申し上げます。

　顧みますと、ごく少人数の集まりから出発し、手弁当、手作りの活動を通じて輪を広げながら、

でっかい夢を追い続けてきました当連盟は、創立17年目の平成６年に東京都体育協会に加盟し、

東京都におけるスポーツ団体の一員として、その責任の一端を担うことになりました。そうし

た背景が基盤となり、現在では、区市の連盟 45 に東京 DSC を加え、加盟団体は 46、うち体

育協会加盟は 39、会員も 7,000 名を超えるまでになりました。

　東京都ダンススポーツ連盟は、上部団体である（社）日本ダンススポーツ連盟（JDSF）の

方針に基づき、東京都のダンススポーツを統括する団体として、ダンススポーツの普及と発展

を図り、もって都民の心身の健全な発展並びに社会に貢献することを目的として、この目的達

成に向かって種種の活動を展開しております。とくに JDSF 都道府県加盟団体の中でも圧倒的

な規模、会員数になっており、また JDSF が主催する大きなイベントも、そのほとんどが首都

東京で開催される関係で、組織活動の面からも一層の団結、協調が求められます。幸いにして

熱意に溢れたすばらしい仲間とともに、円滑な運営の中で今日が迎えられたことに、改めて感

謝の気持でいっぱいであります。

　ダンススポーツを取り巻く環境も、JDSF が、日本オリンピック委員会（JOC）の承認団体

となり、東アジア大会でダンススポーツが正式種目になる等、メジャーなスポーツへと前進し、

明るい展望が広がってきております。

　東京都ダンススポーツ連盟としましては、30 周年の節目にあたり、これからもダンススポー

ツが生涯スポーツとして、都民に愛され支持されるスポーツになるよう努力して行く所存であ

ります。今後とも一層のご指導ご支援をお願い申し上げまして、御礼のことばとさせていただ

きます。

東京都ダンススポーツ連盟 

　会　　長    内 山 雅 允

連盟創立 30 周年を迎えて

　本日は、此処帝国ホテルにおいて東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年記念パーティを大

勢のご来賓、会員の皆様をお迎えして開催出来ましたことを御礼申し上げます。

　当連盟は昭和 52 年に東京都アマチュアダンス協会として発足し、平成６年に東京都体育協会

に正式加盟をいたしました。又、上部団体の日本アマチュアダンス協会が平成 11 年に名称を 

日本ダンススポーツ連盟（JDSF）に改名したのに伴い、本連盟も東京都ダンススポーツ連盟

に改名し今日に至っております。

　日本ダンススポーツ連盟は平成 15 年に長い間の夢であつた社団法人化を成し遂げ又、昨年

度は、日本オリンピック委員（JOC）の承認団体になり、東アジア大会に初めて選手を派遣し

優秀な成績を収めることが出来ました。東京都ダンススポーツ連盟もこの事業について絶大な

る後援を行ないました。

　当連盟は、46 団体で構成されており、会員数 7,000 を超える日本一の組織であります。会員

増員、技術向上、組織化、諸先輩がたの、築きあげてこられた、ひとつ、ひとつを、大事に、

新たな一歩を踏み出していかなければなりません。昨今メディアなども非常に良心的に、ダン

スをとりあげてくれるようになり、ダンス人口も増えつつあります。ジュニアの育成はもとよ

り、高齢化社会の花形スポーツとして、もっともっと、大勢の方が参加できる組織でありたい

とおもいます。国体、あるいは、オリンピックで、ダンス仲間の勇姿を見ることができるのも、

そう遠いことではないでしょう。

　本日、ここにおいでくださいました皆様方のお力添えの中、東京都ダンススポーツ連盟もよ

りよい連盟をめざし、邁進できることを信じております。

　本日はお忙しい中、創立 30 周年記念パーティにご参集くださいまして、本当にありがとう

ございました。

東京都ダンススポーツ連盟 

　理 事 長     居 樹 保 朗

挨 　 拶
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日本舞踏協会（仮称）設立準備会

アマ選手会、学連役員及び東京、神奈川社会人の 23 名が出席［フジテレビ会議室］

第 2 回 日本舞踏協会設立準備会 ［フジテレビ会議室］

社会人ダンス連盟設立準備会（都協会の前身）発足記念ダンスフェスティバル　

［産経国際ホール］

第 1 回 東京都ソシアルカップ大会（日本アマ協会発足記念フェスティバルと併催）

［新宿コマダンス会館］

第２回 都協会準備委員会［証券協和会会議室］

東京都アマチュアダンス協会発足宣言

初代会長 野村志郎就任、副会長 山口繁雄、理事長 崎山新太郎、

副理事長 鶴岡康雄、事務局長 関根　栄

第２回 東京都ソシアルカップ大会［薬業健保会館］

東京都アマ協加盟団体との懇親会

第３回 東京都ソシアルカップ大会［三越シルバーハウス］

第４回 東京都ソシアルカップ大会［薬業健保会館］

第５回 東京都ソシアルカップ大会［薬業健保会館］

東京アマ協ニュース創刊号発行

'79 オールアマチュア 10 ダンス大会

　［三越シルバーハウス］( 協力 )

東京都アマチュアダンス協会役員改選

会長 野村志郎、副会長 山口繁雄、副会長 関根　栄、事務局長 東條三郎

春のダンスフェスティバル　第６回 ソシアルカップ大会［薬業健保会館］

第７回 東京都ソシアルカップ大会［東産信金庫］

1975（昭和 50年）

 ４／ 16　　

 

 ５／７

1976（昭和 51年）

 ２／

 ９／ 19 

 

 12 ／４

1977（昭和 52年）

 ２／ 11　

 ４／３

 ７／ 23 

 10 ／ 16 

1978（昭和 53年）

 ５／ 28 

 11 ／３ 

 12 ／ 20 

1979（昭和 54年）

 ２／ 11 

 

 ４／１ 

 ５／ 13 

 10 ／ 28 

'80 オールアマチュア 10 ダンス大会［三越シルバーハウス］協力

第８回 東京都ソシアルカップ大会［日比谷三井ビル］

第１回 三笠宮杯、日本総合アマチュアダンス競技大会

［川崎市中小企業婦人会館］協力

第９回 東京都ソシアルカップ大会［日比谷三井ビル］

第２回 三笠宮杯、日本総合アマチュアダンス競技大会［後楽園ホール］協力

二代会長　山口繁雄　就任

第 10 回 東京都ソシアルカップ大会［東京都健康増進センター］

東京都アマチュアダンスフェスティバル［日比谷三井ビル］

（関東大会出場選手選考を兼ねる）

第３回 三笠宮杯、日本総合アマチュアダンス競技大会 ［後楽園ホール］協力

第１回 チャリティーダンスパーティ［品川区立中小企業センター］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 256,735 円）

東京都アマチュアダンス競技大会［江東区文化センター］

第 11 回 東京都ソシアルカップ大会［江戸川区スポーツセンター］

 

第４回 三笠宮杯、日本総合アマチュアダンス競技大会［後楽園ホール］協力

第２回 チャリティーダンスパーティ［江東区文化センター］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 247,300 円）

第 12 回 東京都民スポーツダンス大会［北区赤羽会館］

（東京都知事杯・賞状授与　以降継続なる）

第５回 三笠宮杯日本総合アマチュアダンス競技大会［後楽園ホール］協力

第３回 チャリティーダンスパーティ［渋谷区幡ヶ谷区民会館］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 342,330 円）

第 13 回 東京都民スポーツダンス大会［薬業健保会館］

第１回 関東社会人スポーツダンス大会［戸田スポーツセンター］協力

1980（昭和 55年）

 ２／ 10 

 ６／８ 

1981（昭和 56年）

 ２／ 10 

 ４／ 19 

1982（昭和 57年）

 ２／ 28 

 ４／ 24 

 ５／５ 

 10 ／ 17 

1983（昭和 58年）

 ２／ 27 

 ４／ 23 

 ７／３ 

 10 ／２ 

1984（昭和 59年）

 ２／ 26 

 ４／８ 

 ７／１

1985（昭和 60年）

 ２／ 24 

 ４／７ 

 ７／７ 

 11 ／ 23 

'79 10CUP 大会
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第６回 三笠宮杯日本総合アマチュアダンス競技大会［後楽園ホール］協力

第４回 チャリティーダンスパーティ［戸田サンライズ体育館］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 336,350 円）

第 14 回 東京都民スポーツダンス大会［すみだ産業会館］

（後援　東京都　以降継続なる）

第２回 関東社会人スポーツダンス大会［すみだ産業会館］協力

第７回 三笠宮杯日本総合アマチュアダンス競技大会［日産スポーツプラザ］協力

東京都体育協会　加盟申請の提出

第５回 チャリティーダンスパーティ［薬業健保会館］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 338,685 円）

第 15 回 東京都民スポーツダンス大会［すみだ産業会館］

第 3 回 関東社会人スポーツダンス大会［すみだ産業会館］協力

三代会長　内山雅允　就任

第８回 三笠宮杯日本総合アマチュアダンス競技大会

第６回 チャリティーダンスパーティ［江戸川区スポーツセンター］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 231,000 円）

第 16 回 東京都民スポーツダンス大会［すみだ産業会館］

第４回 関東社会人スポーツダンス大会［立川勤労福祉会館］協力

第１回 JADA オープニングダンスパーティ［すみだ産業会館］協力

第９回 三笠宮杯日本総合アマチュアダンス競技大会［国立代々木第２体育館］協力

第 17 回 東京都民スポーツダンス大会［品川区立総合体育館］

第７回 チャリティーダンスパーティ［葛飾エイトホール］

（技術講習会と東京都社会福祉協議会協力・寄贈額 475,312 円）

第４回 国民文化祭さいたま大舞踏会［上尾市民体育館］協力

第５回 関東社会人スポーツダンス大会［水戸市民体育館］協力

第２回 JADA オープニングダンスパーティ［すみだ産業会館］協力

第 10 回 三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会

第 18 回 東京都民スポーツダンス大会［立川市民体育館］

第６回 関東社会人スポーツダンス大会［横浜関東郵政局体育館］協力

1986 （昭和 61年）

 ２／ 23 

 ４／ 13 

 ７／ 13 

 12 ／７

1987 （昭和 62年）

 ２／ 22 

 ６／ 23 

 ６／ 12 

 ７／ 28 

 11 ／ 23 

1988 （昭和 63年）

 ３／ 19 

 ４／２〜３ 

 ４／ 17 

 

 ９／ 15 

 11 ／ 23 

1989 （平成元年）

 １／ 29 

 ３／ 25〜 26

 ５／ 14 

 10 ／ 22 

 11 ／５

 11 ／ 23 

1990 （平成２年）

 ４／１

 ５／４

 ７／８

 11 ／ 23 

第１回 NHK 文化センター杯全国アマチュアスポーツダンス大会［東京体育館］協力

第３回 JADA オープニングダンスパーティ＆講習会［すみだ産業会館］協力

外人コーチャー講習会［立川市民体育館］協力

第 11 回 三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会［国立代々木第２体育館］協力

第 19 回 東京都民スポーツダンス大会［町田市立総合体育館］

第６回 国民文化祭社交ダンス大舞踏会［幕張メツセ］協力

第７回 関東社会人スポーツダンス大会［武蔵野市総合体育館］ 都協会主管

東京都体育協会　加盟申請の再提出

第２回 NHK 文化センター杯全国アマチュアスポーツダンス大会

第 12 回 三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会［国立代々木第１体育館］協力

第 20 回 東京都民スポーツダンス大会［江戸川区総合体育館］

東京都体育協会　準加盟

第３回 NHK 文化センター杯全国アマチュアスポーツダンス大会［東京体育館］協力

第１回 全日本社会人スポーツダンス大会　［多摩市総合体育館］協力

総会の開催規約の改定により、専門部を設置。

JADA 選手登録者名簿（東京都）初刊の配付。

多摩支部の取扱い「区・市代表が直接情報を得ることから、支部の廃止と組織の

一元化。」

TAMA らいふ 21　自主企画プログラム

内山雅允会長転勤のため、倉持嘉治副会長「会長代行」

第１回 チェッカー講習会（２回以降省く）［調布市立柏野小学枚体育館］技術部主管

標準テンポ JADACD の販売協力

第 21 回 東京都民スポーツダンス大会［立川市泉体育館］

「7 ／ 13 北海道南西沖地震チャリティー大会」罹災義援金募集合計 400,600 円贈る

JADA 法人化に伴い、新宿事務所より移転。

　新事務所品川区西五反田 1 ー 32 ー 2　宏栄ビル３F

1991 （平成３年）

 ２／ 17 

 ２／ 17

 ２／ 21 

 ５／２

 ９／ 29 

 11 ／ 17 

 11 ／ 23 

1992 （平成４年）  

 ２／ 

 ３／ 29 

 ５／２

 ９／６

 11 ／ 

1993 （平成５年）

 １／ 31 

 ３／ 21 

 ５／ 15 

 ５／ 15 

 ５／ 15 

 ６／ 14 

 ７／ 11 

 ７／ 17 

 ８／１ 

 8 ／ 
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'93 年度都協会研修旅行

JADA 社団法人化準備委員会　社団法人 JADA（案）は、全国９ブロック化とす

ることから NSDR と LACD の統合委員会発足。

JADA 技術部 JADA 統一フィガーの指導員研修の派遣要請。

東京都体育協会本加盟内定

第９回 関東社会人スポーツダンス大会［埼玉県上尾運動体育館］協力

JADA クリスマスパーティ＆講習会［多摩市総合体育館］協力

第 13 回 三笠宮杯「アマチュアダンスグランプリ全日本大会」　

［東京都立駒沢オリンピック体育館］協力

外人コーチャー講習会［新宿コズミツクセンター］協力

「デビッドシカモア・デニーズウイバース」

外人コーチャー講習会［立川市柴崎体育館］協力

「デビッドシカモア・デニーズウイバース」

第 2 回 全日本社会人スポーツダンス大会［千葉県総合運動場体育館］協力

第 4 回 NHK 文化センター杯全国アマチュアスポーツダンス大会［東京体育館］協力

東京都体育協会本加盟。

会報［春夏秋冬］初版　発行　1 万部　

3 月下旬　各協会（連盟）へ発送。

登録管理部「予備登録制度」廃止

総会開催　第四代会長　倉持嘉治　就任

組織統合促進委員会（NSDR・LACD）

'94 年度研修旅行　本栖湖ホテル

東京都体育協会主催　第 6 回 スポ・レク祭　種目スポーツダンス［武蔵野市体育館］

参加 29 団体 348 人。内訳（港　新宿　江東　品川　大田　世田谷　渋谷　中野

杉並　豊島　北　荒川　板橋　練馬　足立　葛飾　八王子　立川　武蔵野　三鷹　

府中　町田　小平　保谷　狛江　多摩　稲城　秋川　羽村）各区市協会（連盟）

第 14 回 三笠宮杯「全日本アマチュアダンス選手権大会」

「第１回 アジア太平洋大会」併催　［都立駒沢オリンピック体育館］協力

参加国　10 カ国（マレーシア　シンガポール　香港　台湾　オーストラリア　

ニュージーランド　中国　日本　カナダ　米国及び招待国ロシア）

臨時理事会に先立ち講習会「リーダ教育について」開催

講師…川北長利氏（1905 年生まれ）雑誌ダンスファン「ダンススクランブル」連載中

 ８／

 ８／ 18 

 ９／  

 11 ／ 11 

 11 ／ 23 

 12 ／ 23 

1994 （平成６年）

 １／ 30 

 ２／３ 

 ２／５ 

 ２／ 11 

 ３／６ 

 ３／ 28 

 ３／ 

 

 ４／１ 

 ５／ 21 

 ６／ 18 

 ８／ 

 ９／３ 

 11 ／５ 

 12 ／ 17 

阪神・淡路大震災

定例理事会、阪神・淡路大震災の惨状に理解を得て、緊急募金を図る。

基金額 170 余万円は JADA（山口会長）経由で被災者へ贈る。

第 22 回 都民スポーツダンス大会開催（平成６年度）［北区滝野川体育館］

ブロック大会の名称及び代表幹事と大会期日

◎　東京都社会体育ブロック連絡協議会の事業方針にもとづく

旧「リヴァニズド　テクニック」の改訂版「ボールルーム・テクニック」（財）

JBDF 発行。

登録管理部…登録と認定票の管理が不十分であり是正する。８年度より JADA 発行。

JADA 情報管理部プロジェクトチーム発足。

（コンピュータによる各種ソフト化を図る）協力

平成７年度 東京都体育協会依頼　平成７年度体育功労者並びに優良団体

体育功労者　山口繁雄相談役（JADA 会長）

優良団体　東村山市社交ダンス連盟（針多新作会長）

技術部　チェッカー講習会の開催。

第１回 ７年４月 23 日 ［東村山市民スポーツセンター］ （レクチャー）

第２回 ５月 21 日 ［多摩北ブロック大会］ （実務研修）

第３回 ７月 16 日 ［港区立女性センター］ （レクチャー）

第４回 ３月 27 日 ［東京城東ブロック大会］ （実務研修）

総会開催　中野区勤労者サービスセンター・３F

第 23 回 東京都民スポーツダンス大会前夜祭パーティ開催［立川市柴崎体育館］

第 23 回 東京都民スポーツダンス大会［立川市柴崎体育館］

JADA 新事務所移転に伴う住所の変更及び専用電話の設置

　新事務所　住所：東京都品川区西五反田 1 ー 32 ー 11

　恒信ビル 603　専用電話番号：03（3779）1606

1995 （平成７年）

 1 ／ 17 

 1 ／ 19 

 1 ／ 29 

 4 ／ 1 

 4 ／ 15

 4 ／ 15

 4 ／ 15

 4 ／ 15 

 

 4 ／ 15 

 5 ／ 20 

 6 ／ 4 

 6 ／ 5 

 6 ／ 18 

東京都体育協会本加盟

第 23 回 東京都民スポーツダンス大会
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日韓親善ダンスツアー 15 名の訪韓団を結成出発

第３回 日本社会人スポーツダンス大会　主管：福島県

'95 年度研修旅行を兼ね出場者を募る  東京都団体戦優勝

協会創立 20 周年記念事業の開催計画の実施発表

大映映画“SHALL  WE  ダンス？”競技会ロケ エキストラ（出場選手と観客）

1,000 余名会員の協力を得る

東京都体育協会主催 第７回スポ・レク祭種目 スポーツダンス［武蔵野市体育館］

LACD 東京の参加を得て盛大に行う

LACD 東京（東部、西部、多摩）委員の協会参画を得る（予定）

第 15 回三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会 ［国立代々木第２体育館］協力

来年度 JADA 法人化に伴う規程類（案）が示された

広報「春夏秋冬」第６号の配布

都会員による JADA 国際部派遣ボランティア募集

JADA 通販開始　10％割引

映画「SHALL  WE  ダンス？」試写会［虎ノ門ホール］

JADA 登録管理部次年度より、登録管理に関する改訂と

パソコンの導入を図る　首都圏を中心に共通のデーターベースで管理

JADA 技術部 96 年度改訂 規程フィガー講習会

シカモアのビデオ新作発表

国民文化祭への参加要請に協力

都民大会を「従来の都民大会を秋期大会・多摩大会を春期大会」とする

慶弔規程と、表彰規程 11 月 20 日より施行

映画「SHALL  WE  ダンス？」前売りチケットの販売開始（協力）

サントピア沖縄に参加、沖縄県アマ協会創設に協力

登録管理部　平成８年１月１日よりシニア、ミドルシニア、グランドシニアを 

設定  各シニアの受付  従来の即日昇級制度の廃止。

20 周年祝賀会式典［ホテルセンチュリーハイアット］

SHALL  WE  ダンス in 舞浜？ ［東京ベイＮＫホール］協力

規程フィガー講習会＆チャリティーダンスパーティ

［新宿コズミックスポーツセンター］東京都福祉協議会に寄付

第 24 回 東京都民スポーツダンス大会［立川市柴崎市民体育館］

都道府県対抗全国アマチュアダンス大会 京都府　内閣総理大臣賞（団体戦）準優勝

第８回 都民スポ・レク祭種目 スポーツダンス［新宿コズミックスポーツセンター］

第 16 回 三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会［国立代々木第 2 体育館］協力

第１回 国際親善チャリティーダンスパーティ

［港区女性センター］　日本ユニセフ協会に寄付

 ６／ 23 

 ７／２ 

 ７／ 15 

 ８／ 12〜 17

 ９／３ 

 ９／ 16 

 10 ／ 10    

 10 ／ 21 

 10 ／ 21 

 10 ／ 21 

 10 ／ 21 

 11 ／ 22 

 11 ／ 18 

 11 ／ 18 

 11 ／ 18 

 11 ／ 18 

 11 ／ 18 

 11 ／ 20 

 12 ／４ 

 12 ／２〜３ 

1996（平成８年）

 １／１ 

 １／ 14 

 ２／ 10     

 ２／ 11 

 ６／２ 

 ７／ 13 

 ９／１ 

 ９／ 10    　

 11 ／ 24 

JADA 山口会長の喜寿を祝う会に協力［赤坂プリンスホテル］

講習会＆デモンストレーション＆パーティ［武蔵野総合体育館］

　デビット・シカモア＆デニス・ウイバース

定時総会　東京都アマチュアダンス協会と東京 DSC 会員の統合

第 25 回 東京都スポーツダンス大会［江戸川総合体育館］

都協会研修旅行　伊香保

第 17 回 三笠宮杯全日本スポーツダンス選手権大会［国立代々木第２体育館］協力

第９回 都民スポ・レク祭種目 スポーツダンス［武蔵野総合体育館］

'98 世界ダンススポーツ選手権大会（10 年 10 月 10 日）開催のため支援資金プロ

ジェクトを開始

第 26 回 東京都民スポーツダンス大会

第１回 西東京スポーツダンス大会を開催［武蔵野総合体育館］

第５回 都道府県対抗全国スポーツダンス大会を主管［立川市柴崎市民体育館］

　内閣総理大臣賞（団体戦）総合優勝

定時総会

第 27 回 東京都民スポーツダンス大会 

第２回 東東京スポーツダンス大会［駒沢屋内球技場］

第６回 都道府県対抗全国スポーツダンス大会  

［長野軽井沢社会体育館］　内閣総理大臣賞（団体戦）総合優勝

第 10 回 都民スポ・レク祭種目 スポーツダンス［駒沢屋内球技場］

全国冠婚葬祭互助協会 25 周年事業に協力［東京フォーラム］

世界ダンススポーツ選手権大会

第 18 回 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会［国立代々木第 2 体育館］協力

都協会研修旅行　伊東

関東社会人スポーツダンス大会に［群馬県草津町体育館］協力

第 28 回 東京都民スポーツダンス大会

第２回 西東京スポーツダンス大会［立川市柴崎市民体育館］

ベーシック講習会＆チャリティーダンスパーティ［品川区総合体育館］

　日本ユニセフ協会と東京都福祉協議会に寄付

第１回 東京インターナショナルオープン選手権大会［駒沢屋内球技場］協力

初心者講習会助成金制度発足

協会事務所を中野に開設

定時総会　東京都ダンススポーツ連盟と改称

1997（平成９年）	

 １／ 25 

 ２／ 16 

 ５／ 17 

 ６／１

 ８／ 30〜 31

 ９／ 14    

 ９／ 17 

 ９／ 20 

1998（平成 10年）

 ２／ 22 

 ３／ 22 

 ５／ 16 

 ６／ 7 

 

 ７／ 12 

 ９／ 13 

 ９／ 15 

 10 ／ 10〜 11　　

 　　

 10 ／ 30〜 11 ／ 1

 11 ／ 22 

1999（平成 11年）

 ２／ 14

 ２／ 28

 ３／ 21 

 ４／ 1 

 ５／ 1 

 ５／ 15 

“SHALL WE ダンス？”
競技会ロケ エキストラ

第１回 国際親善チャリティー
ダンスパーティ　Bon Dance

内閣総理大臣賞

（団体戦）総合優勝
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第 29 回 東京都民ダンススポーツ大会

第３回 東東京スポーツダンス大会［駒沢屋内球技場］

研修旅行　伊東

第 11 回 都民スポ・レク祭種目 スポーツダンス［駒沢屋内球技場］

JDSF　日体協加盟祝賀パーティ　

第 19 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会　前夜祭ダンスパーティ

［国立代々木第 2 体育館］協力

チャリティーダンスパーティ［武蔵野総合体育館］

日本ユニセフ協会と東京都社会福祉協議会に寄付

関東ダンススポーツ選手権大会に協力［立川市柴崎市民体育館］

第７回 都道府県対抗全国スポーツダンス大会に参加大阪府

　内閣総理大臣賞（団体戦）総合優勝

第２回 東京インターナショナルオープン選手権大会［国立代々木第２体育館］協力

第 30 回 東京都民スポーツダンス大会

第３回 西東京スポーツダンス大会［立川市柴崎市民体育館］

定時総会

第 53 回都民体育大会春季大会　第 31 回 東京都民ダンススポーツ大会

第４回 東東京スポーツダンス大会［駒沢屋内球技場］

スポーツドクターによる講演「スポーツと医学」

サマーダンスパーティ［台東区民会館］

平成 12 年度 生涯スポーツ大会「スポーツダンス」を主管［駒沢屋内球技場］

三宅島義援募金を寄贈

第２回 東部ブロック選手権大会　都県別対抗団体戦　総合優勝　千葉市

研修旅行　栃木県乃木温泉

第 20 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会［国立代々木第 2 体育館］協力

チャリティーダンスパーティ［武蔵野総合体育館］

日本ユニセフ協会と東京都社会福祉協議会に寄付

第８回 都道府県対抗全国スポーツダンス大会 in 静岡に参加　浜松市

第 32 回 東京都民ダンススポーツ大会　第４回 西東京ダンススポーツ大会

東京都選手権を開催［立川市柴崎市民体育館］

第３回 東京インターナショナルオープン選手権大会［国立代々木第 2 体育館］協力

定時総会

第 54 回都民体育大会春季大会　第 3 回 東京都民ダンススポーツ大会

第５回 東東京スポーツダンス大会［駒沢体育館］

 ６／６

 ７／３〜４ 

 ９／ 12 

 ９／ 26 

 10 ／ 16〜 17

 11 ／ 14 

 11 ／ 23 

 12 ／５ 

2000（平成 12年）

 ２／ 20 

 ２／ 14 

 5 ／ 20 

 ６／４ 

 ７／ 15 

 ８／ 20 

 ９／ 10 

　同　日 

 ９／ 16〜 17

 11 ／ 4〜 5

 11 ／ 19 

　同　日 

2001（平成 13年）

 ３／ 11 

 

 ３／ 18 

 ５／ 19 

 ６／３ 

 

親睦旅行　箱根

サマーダンスパーティ＆チヤリティーダンスパーティ［台東区民会館］

　日本ユニセフ協会に寄付

平成 13 年度 生涯スポーツ大会「スポーツダンス」を主管［駒沢体育館］

第２回 東部ブロック選手権大会　都県別対抗団体戦 4 位

連盟のマークのデザイン公募の上決定

第 21 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会［国立代々木第２体育館］協力

第９回 都道府県対抗全国スポーツダンス大会 in 宮城に参加　古川市

スタンダード優勝　総合４位

日本財団主催事業　スポーツ・フオー・オールに協力

創立 25 周年記念祝賀会［帝国ホテル　孔雀の間］

第 34 回 都民ダンススポーツ大会［立川柴崎市民体育館］

第４回 ロヂャース杯争奪東京インターナショナル

オープン選手権大会記念ダンスパーティ［墨田区サンライズホール］

第４回 ロヂャース杯争奪東京インターナショナルオープン選手権大会

（この年より ｢ ロヂャース杯 ｣ となる）［国立代々木第２体育館］協力

定時総会

第 55 回 都民体育大会春季大会第 35 回都民ダンススポーツ大会［駒沢屋内球技場］

親睦研修旅行　　鬼怒川

サマーダンスパーティ 2002［東京都体育館メインアリーナ］

ダンススポーツフェスティバル in 東京 2002

［東京都体育館メインアリーナ］

平成 14 年度生涯スポーツ大会を主管［駒沢体育館］

東部ブロックダンススポーツ選手権大会　都県対抗戦総合優勝

ねんりんピックダンススポーツ大会　都道府県対抗戦総合優勝

第 22 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会［国立代々木第２体育館］協力

第 10 回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 徳島　総合５位

連盟事務所を現在地（中野区）に移転

臨時総会　JDSF 社団法人化に沿い再加盟のための伴う規約変更

ロヂャース杯争奪第５回奪東京インターナショナルオープン選手権大会協力

第 36 回 都民ダンススポーツ大会を開催［立川柴崎市民体育館］

定時総会

第 56 回 都民体育大会春季大会　第 37 回都民ダンススポーツ大会

［新宿コズミックスポーツセンター］
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創立 25 周年記念祝賀会 役員一同

サマーダンスパーティ 2002
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社団法人日本ダンススポーツ連盟設立記念

兼日本ダンススポーツ連盟 25 年記念祝賀会に参加　

親睦研修旅行　伊東

サマー大ダンスパーティ 2003［東京都体育館メインアリーナ］

ダンススポーツフェスティバル in 東京 2003　東京都体育館メインアリーナ］

平成 15 年度生涯スポーツ大会を主管

国民文化祭やまがた 2003［南陽市市民体育館］

第 23 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会［国立代々木第２体育館］協力

うつくしまねんりんピック in 徳島　都道府県対抗戦総合優勝

健康・体力つくり運動推進全国大会を主管［駒沢屋内球技場］

第５回 東部ブロック選手権大会　都県対抗戦総合優勝

第 11 回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 神奈川　総合２位

第 38 回 都民ダンススポーツ大会［立川柴崎市民体育館］

親睦研修旅行　椿まつり＆ダンススポーツ

フェスティバル in 大島　

ロヂャース杯争奪　第６回東京インターナショナル

オープン選手権大会　協力

2004 年度 JDSF 公認指導員特別研修会　講師スティーブン・ヒリヤー

第 57 回 都民体育大会春季大会　第 39 回都民ダンススポーツ大会［駒沢体育館］

平成 16 年度生涯スポーツ大会を主管［駒沢体育館］

ダンススポーツフェスティバル in 東京 2004 を開催［東京都体育館メインアリー

ナ］

第 24 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会に協力

ねんりんピック in 群馬　都道府県対抗戦総合３位

国民文化祭福岡 2004　宗像ユリックスイベントホール　都道府県対抗戦総合５位

第６回 東部ブロック選手権大会　都県対抗戦総合４位

第 12 回 都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 埼玉　総合２位

新潟中越地震義援金を寄贈

第 40 回 都民ダンススポーツ大会を開催［立川柴崎市民体育館］

スプリングダンスパーティ

東アジア競技大会ダンススポーツ競技　日本代表選手選考競技会

　ロヂャース杯争奪　第７回東京インターナショナルオープン選手権大会

［幕張メッセ］協力

アメリカ版「シャル・ウィ・ダンス」試写会

定時総会

 ６／ 29　

 ７／５〜６　

 ７／ 12　　
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 ９／ 14　

 10 ／５　

 10 ／６　

 10 ／ 26　　
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2004（平成 16年）
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2005（平成 17年）

 ２／１　　

 ３／ 17　　

 ３／ 19〜 20　　

 ３／ 23　　

 ５／ 15　　

第 58 回 都民体育大会春季大会　

第 41 回 都民ダンススポーツ大会［駒沢体育館］

親睦研修旅行　｢ 頑張れ新潟 ｣　新潟月岡温泉

技術講習会・JDSF 公認指導員特別研修会　

　講師スティーブン・ヒリヤー

平成 17 年度生涯スポーツ大会を主管［駒沢屋内球技場］

ダンススポーツフェスティバル in 東京 2005 を開催［東京都体育館メインナリーナ］

第 25 回 三笠宮杯ダンススポーツ選手権大会に協力

ねんりんピック in 福岡　都道府県対抗戦総合優勝

第 42 回 都民ダンススポーツ大会を開催［立川柴崎市民体育館］

ロヂャース杯争奪　第８回東京インターナショナルオープン選手権大会

［東京都体育館メインナリーナ］に協力

定時総会

第 59 回 都民体育大会春季大会

第 43 回 都民ダンススポーツ大会を開催［駒沢体育館］

（６／ 25　都連盟創立 30 周年祝賀式　帝国ホテル　孔雀の間）

 ５／５　　

 ６／４〜５　

 ９／６　

 

 ９／ 11　

 10 ／ 15　　

 10 ／ 16　　

 11 ／ 13　　

 

2006（平成 18年）

 ２／５

 ３／ 19　　

 ５／ 20　　

 ６／４　　

　

親睦研修旅行 in 大島

親睦研修旅行　｢ 頑張れ新潟 ｣
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　東京都ダンススポーツ連盟が創立 30 周年を迎えることが出来ましたことを、心からお慶び

申し上げます。

　顧みますと、昭和 40 年代は学連の全国組織化、学連のＯＢ会の発足、アマチュア選手部の

旗揚げと、アマチュアダンス界が力強く前進した年でした。昭和 46 年１月 21 日新宿コマダン

ス会館でアマ選手部設立記念イベントを開催、日競連の協力で盛大に開催しました。学連・選

手会の組織構成と社会人組織化の相違点は、行政区画を軸としたことで企業内ダンスクラブ、

地域サークルを単位に社会人の組織化を図ることでした。東京都から始まった社会人の組織化

は、千代田区社会教育課に社交ダンス講座の採用を働きかけ、48 年春・秋２回の講習会が始ま

りました、５年後の千代田区 32 周年記念日に私は社会教育功労賞を受賞、このニュースは各区・

市に波及、ダンス講座が採用されるようになりました。千代田区の社交ダンス講座は 10 年継続、

受講ＯＢ達の自主グループが地域サークルと交流して、各区・市の公民館ダンスに発展、区市

連盟設立に繋がりました。51 年２月の産経国際ホールの社会人フェスティバルが都連盟の前身

であり、9 月 19 日新宿コマダンス会館での第１回東京都ソシアルカップ大会が史実上の発足に

あたります。また、空前のダンスブームに火をつけた Shall　Ｗ e  ダンスの撮影協力と、等々

力アリーナの競技会シーンの観客 1,000 人の動員等を思い出します。

　東京都ダンススポーツ連盟は、創立以来（社）日本ダンススポーツ連盟、全国都道府県のリー

ダー的役割を果たしてきましたが、一層のご尽力を願っております。

　本日ご出席の皆様もますますのご活躍とご健勝を祈念申し上げ、お礼の言葉といたします。

社団法人 日本ダンススポーツ連盟参与

東京都ダンススポーツ連盟

　名誉会長　山 口  繁 雄

創立 30 周年を振り返って
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千代田区    佐 藤  敬 介

  ダンススポーツを始めて７年ほど経ちました。それ以前からも、テレビなどを通じてダンスス

ポーツを観ていまして、いつかはやりたいと思っていました。そのような時、職場の先輩にあ

るサークルに誘われたのが始めるきっかけでした。初めは一歩一歩確かめるように何度もステ

ップを繰り返していましたが、サークルの先生から、覚えが早いとか煽てられ、そういう言葉

がお世辞だと判っていても嬉しいもので、初めてのレッスンが楽しかったのが、今までダンス

を続けてきた理由かなと思っています。今では、人に教えることも有りますが、楽しんで貰う

ことと、取りあえず誉める、少しでも良くなったことを見つけて誉めることを心がけたいと思

っています。　今後の目標は、サークルを盛り上げていくことと、自分も競技会に出場したりと、

いろいろな方法でダンススポーツを楽しんでいきたいと思ってます。

中央区    内 山  雅 允

　中央区は、昭和 50 年前後より、東京都アマチュアダンス協会の設立、組織づくりに関わって

きました。当時、日本アマチュアダンス協会の設立と同時進行で組織化が進められておりまし

たが、東京証券協和会の会議室がよく設立準備の打ち合わせに利用され、その後も昭和 50 年代、

東京都アマチュアダンス協会の代表者会議（現在の定例理事会の前身）に利用されてきました。

その頃は、区の組織が先行しておりましたので、地理的にも、会議出席員数の面からも条件に

適していたわけです。協和会のコピーを勝手に使ったりした古き良き時代でした。

　中央区の場合、その地域性から業界、会社単位のサークルによって活動してまいりましたが、

バブルがはじけて、福利厚生面の恩恵が受けられなくなりました。そのような環境下、1999 年

４月に連盟を設立し、地元住民に広く呼びかけて初心者講習会等を行ってきておりますが、既

存のサークル勧誘も含め、組織拡大に向けて一層の努力をしなければと思っております。都心

回帰が現われはじめた昨今、地元住民が主体となる組織づくりを目指して頑張ります。
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台東区    水 島  和一郎

　私達の区は文化と歴史の町、上野の山と浅草の間にある町並みです。一年中イベントがあり

町中が賑やかです。昔から鐘は上野か浅草か！と伝えられております。浅草周辺は、浅草観音、

三社祭、花火大会、サンバカーニバル、早慶レガッタ、東京時代祭、など。上野周辺は、西郷

銅像、動物園、博物館、美術館、文化会館、科学博物館、芸大、西洋美術館、上野東照宮、寛

永寺、人形供養の清水観音堂など。

　昭和 53 年に結成され、パーティを開催して参りました処、会場が不足してきましたので各々

のサークルでダンスを楽しむ同志の交流を続けて参りました。数年の間に生涯学習が広まり会

場確保がスムーズになりました。ダンス愛好者が多くなり平成８年10月30日・社団協正式加盟。

平成９年には都民体育祭初参加（江戸川区）。11 月３日の文化祭には社団協団体として「浅草

公会堂」で舞台出演を発表する事が出来、現在も続いております。連盟は、日本アマチュアダ

ンス協会、東京アマチュアダンス協会加盟。城北ブロックに入り、平成 10 年１月 25 日・区リ

バーサイド総合体育館にて第１回台東区アマチュア・ＤＳ大会　第３回城北ブロック・ＤＳ大

会を　　開催しました。

　平成 11 年４月１日　区体協加盟許可。ＤＳ団体戦にて石原都知事より賞状を頂きました。平

成 17 年５月８日・城北ブロック競技大会開催。

※ 仲間を通じて輪を拡げ健全なスポーツとして取り組んで行きたいと思います。

墨田区    口 町  善 紀

　この度は東京都ダンススポーツ連盟 30 周年記念、誠におめでとうございます。都、支部の役

員の方々の御労苦を考えますと、感謝の気持ちで一杯です。さて、墨田区アマチュアダンス協

会も発足から 18 年経ち、公認競技会も今年は第 15 回を迎える次第です。私は、この協会の３

代目の会長ですが、初代会長の小野寺様には団体の立ち上げから、運営まで、公私ともども熱

心なご指導をお受けしました。２代目の川口様（現相談役）の後、この重責を引き継ぎ、現在

に至っています。墨田区には私どものアマチュアダンス協会（主に競技会主体）と長い歴史を

持つ社交ダンス連盟の２つがあります。JDSF の登録は墨田区アマチュアダンス協会として登

録し、160 人程の会員を要しています。区の体協加盟はこの２団体が協力し、墨田区スポーツ

ダンス協会（競技部、舞踏部）として加盟しています。年内にはダンススポーツ連盟への名称

変更を予定し、現在準備中です。高齢化社会と相俟って、新規入会の会員の減少が続く近年、

少しの不安も覚える昨今ですが、区内の愛好者は「ダンスは健康のため。好きだが、競技迄は。」

と言う方が多いのが現状です。区、主催のパーティでは講習会、ミニコンペで入会の啓蒙活動

をし、これからも普及に努める所存でございます。

江東区    山 崎  孝 明

　江東区アマチュアダンス協会の前身である江東区アマチュアダンス連盟は昭和 57 年 11 月に、

故大内行雄氏の呼び掛けにより８団体で設立されました。

　60 年代に入ると、当連盟の最上部団体である日本アマチュアダンス協会の施行により、

JADA ランキング競技会が始まりました。

　第三者により個人のダンス技量が評価され、順位がつけられるようになりました。区内でも

江東区文化センターで年に数回、競技会が行われ、ダンスのスポ—ツ化に拍車がかかりました。

　平成２年にはアマチュア連盟を解散し、翌３年の１月に「江東区アマチュアダンス協会」を

設立、５団体からスタートし、10 団体まで発展しました。

　平成６年には東京都アマチュアダンス協会が都体育協会に加盟、同７年７月当協会も江東区

体育協会に加盟を認められました。さらに平成 10 年６月には体育優良団体として、都体協より

栄えある表彰を受けるまでに発展致しました。

　そして平成 14 年４月１日、江東区ダンススポーツ連盟として改称し、今日に至っております。

港　区    伊 藤  公 惟

　我が港ダンススポーツクラブは、港区ダンススポーツ連盟の唯一のサークルです。港区は繁

華街を抱え、ＩＴからファッションまで、時代の最先端をゆく企業が群拠しています。然し一

歩奥の道に入ると閑静な住宅街が広がり、多くの大使館、公使館があります。港ダンススポー

ツクラブの前身は、20 年前に各国の大使館に勤めている人々が集まって交流と親善を目指し創

立された国際社交ダンスクラブで、1991 年５月に東京都ダンススポーツ連盟に加盟しました。

会員の約３分の１は競技選手です。サントピア沖縄大会や都連盟親睦研修旅行、そして昨年の「頑

張れ！新潟」の企画等に参加しました。当クラブでは、当初目指した「信頼と親睦」「豊かな交流」

の伝統を受け継ぎ、会員全員が会の発展に尽くしています。会員の中には競技会支援システム

運用資格者や、都連盟の常務理事として、都連盟に貢献している人達がいます。健全な財務運

営をし、６名の公認指導員資格を持つ会員が在籍し、ダンス界の発展のため努力しています。

新宿区    今 泉  清 隆

　当協会は、平成 18 年１月現在、19 サークル、会員数約 400 名で構成されています。

　新宿コズミックスポーツセンター、小体育室を拠点に４月開講の『入門講座』、８月開講の『認

定会のための講習会』、１月開講の『中級講座』等、３〜４ヶ月間を各々かけて、ダンススポー

ツの普及活動に、積極的に取り組んでいます。認定会のための講習会においては、昨年、内容

を一新し、JDSF 新技術認定制度のグレード６・５・４を講習し、12 月に『JDSF 技術認定試験』

を行いました。その他に８月の JDSF 公認競技大会、11 月の区民総合体育大会ダンス競技会を

開催、また、区民・会員相互の親睦をはかるために月例のダンスパーティや、年に１回親睦旅

行を行っております。

　これからも先輩方の意志を継承し運営発展に努力し、（財）新宿区生涯学習財団、新宿区体育

協会、東京都ダンススポーツ連盟等の下にダンススポーツ普及発展のために、ダンスを楽しむ

と共に役員・会員が一致協力し地域社会に寄与できればと思っております。

文京区    萩 　 高 利

　まずは、連盟創立 30 周年、おめでとうございます。

　我が文京区は、東京 23 区のほぼ中央に位置し、文字通り文化の中心を自負する区ではありま

すが、ことダンス文化に関しては、いま一つのところがあります。

　ダンススポーツも立派な文化活動の一つと思っている一人ですが、なぜか文京区では、正統

なサークルが育ちません。従って会員が増えず、理事会などで他地区の活発な活動に接しますと、

いつも肩身の狭い思いをしております。

　数年前、松原前会長の突然の撤退で、急遽引っ張り出されましたが、しばらくは暗中模索が

続きました。最近になって、アマチュアダンススポーツの地域としての取り組み方、上部連盟

への協力のあり方、必要性がわかってきましたので、おくればせながら、他地区に負けない状

態に近づくよう、頭と足と時間を使って、頑張ってみようと思っている次第です。

　与えられた表題の「わたしたちの歩み」とはかけはなれた内容になってしまいましたが「わ

たしたちのこれからの歩み」の決意表明ということで、ご勘弁下さい。
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世田谷区    西 山  淳 吾

　世田谷区ソシアルダンスサークル連盟は昭和 61 年７月に発足し、同年 11 月第１回世田谷区

ソシアルダンス大会開催、以後毎年春は競技会、秋はフェスティバルを開催し昨秋 36 回を迎え

ることができました。平成元年から 10 年、世田谷区教育委員会の依頼により「いつでも、誰で

も、一人でも」という名称のダンス初心者講習会を連盟主管で毎週土曜日開催。年間延べ 4,200

人以上の参加があり、その後「長期教室」と改称し現在も活動を続けております。平成 11 年（財）

世田谷区スポーツ振興財団が設立され、連盟も世田谷区ダンススポーツ連盟と改称し財団の賛

助会員に加盟、毎年都民大会・生涯スポーツ大会団体戦競技にも参加しています。

　昨年マカオで第４回東アジア競技大会が開催されました。ダンススポーツが正式種目と認め

られた初の大会で日本代表が総合第１位に輝きました。「目指せオリンピック！」をスローガン

に掲げる JDSF 活動がみごとに実を結びました。この素晴らしい成果にあやかり、連盟も老若

男女、競技や楽しめるダンスの普及発展に努めてまいりたいと思います。

渋谷区    佐 藤  裕 俊

　私たち渋谷区連盟の創立は JDSF 東京名誉会長山口繁雄氏と関係が深い。氏が渋谷区社会教

育委員会の要請を受け昭和 57 年１月から５年間にわたり区民のための社交ダンス講習会を実施

しました。講習内容は基本的なステップに徹底し誰とでも踊れるということでした。講習会を

重ねるごとにダンス愛好者の自主サークルができ、その志を同じくするサークルの代表者が発

起人となって、昭和 62 年８月８日当連盟が発足しました。

　当時社交ダンスを『体育』とみなす気運に程遠かったが、関係者の熱意もあり平成元年５月

に渋谷区体育協会へ加盟が認められ同 10 月第１回アマチュアダンススポーツ大会渋谷区体育大

会を、追って平成７年 12 月には第１回東京城南ブロック大会が開催されました。

　平成 15 年に団体名をアマチュアダンスから渋谷区ダンススポーツ連盟と改称。現在では体協

主催・連盟主管で春季・秋季のダンススポーツ大会や 11 月には連盟主催の DSCJ 公認競技会

も定着し、多くの方の参加を得ております。平成 14 年から代官山スポーツプラザで実施してい

る渋谷区教育委員会と共催の初心者ダンス講習会も好評で平成 18 年度も継続予定です。ダンス

を通じて多くの方と交流し、スポーツとして健康維持増進を図ることが出来ればと思います。

中野区    武 井  昭二郎

　創立 30 周年おめでとうございます。中野区ダンス連盟は昭和 56 年に創立、中野区体育協会

に加盟致しました。これより現在にいたるまで公認競技会・ダンスパーティを開催しております。

東京都主催の都民大会・生涯スポーツ大会は毎回代表選手を派遣し団体優勝を勝ち得たことも

あります。このような活動が評価され、平成８年には東京都体育協会より体育優良団体・平成

14 年東京都ＤＳ連盟より団体表彰を受賞し、弊ダンス連盟の皆さんと共に喜びを分かちあって

おります。しかし幣連盟の歴史にも山あり谷ありでも有りました。東京都ＤＳ連盟の所属の中

野区アマチュアダンス連盟（会長木村卓司）と中野区体育協会加盟の中野区アマチュアダンス

協会（会長根本美智子）が並立するようになり、東京都ＤＳ連盟に多大な御心痛をわずらわせ

ました。居樹保朗（現東京都ＤＳ連盟理事長）御夫妻より私に２つの団体を統合する様にとの、

要請と御助力があり、私と妻とで双方の幹部の方々と意見を交換し、平成８年同意を得て再び

統一し、中野区ダンス連盟を発足する事が出来ました。数年後木村卓司が病で倒れやむなく名

誉会長根本美智子・会長武井昭二郎の体制を取り連盟活動いたしております。現在は皆仲良く

を合言葉にダンス文化発展の為、努力しております。

品川区    彦 坂  秀治郎

　品川区ダンススポーツ連盟は昭和 58 年４月 25 日山口繁雄現 JDSF 最高顧問の指導のもと品

川区アマチュアダンス協会を設立活動をはじめました。第１回品川区ダンススポーツ大会は昭

和 58 年７月 10 日に東品川文化センターにて 358 名のエントリーで盛大に開催いたしました。

当時はまだ競技ダンスの知名度は低く参加してくれる人を集めるのに大変苦労したと当時の役

員さんが申しております。競技の翌日会館から呼び出しをうけトイレの使用の仕方が酷いと怒

られ山口先生自ら掃除をなさったそうです。今も昔も同じですね。

現在の品川区ダンススポーツ連盟の会員数は 302 名、13 サークルで活動しています。板垣正樹

事務局長を中心に和気藹々、ダンスライフを楽しんでいます。

品川区ダンススポーツ連盟の年中行事は

１　品川区ダンススポーツ大会の開催（今年で 25 回）

２　品川区スポーツ連盟主催の春と秋のダンス大会の開催

３　チャリティーパーティ＆サンデーパーティの開催

です。この他に品川区より委託を受け初心者ダンス講座を品川区総合体育館で水曜日（講師板

垣正樹）金曜日（講師牛込恵子）荏原体育館で水曜日（講師池田郡平）を派遣しています。

これからの品川区ダンススポーツ連盟はいかにダンスの裾野を広げていくか競技に関係なくダ

ンスを楽しんでいる方をいかにダンススポーツ連盟に参加してもらうかが課題だとおもいます。

目黒区    石 岡  茂 彦

　私達の連盟は、現在　杉ノ木友の会。JACD。フオックストロット。の３サークル、会員 30

名です。当連盟が発展できななかった要因は、言い訳になるかも知れませんが目黒区内には公

私とも競技大会や自主活動可能の施設や会場がまったく無いごとが上げられます。区内には、

住区センターなどの小規模の施設は数多くありますが残念ながら何れも狭小で、競技会や自主

活動には使えません。しかしそこでは小さなサークルですが日夜活動をしており、殆どが高齢

者ながら社交ダンスを楽しんでおります。以前、私のサークルがダンスパーティに利用してい

た川崎市の婦人会館でダンススポーツ競技会の開催を企画したことがありましたが、区の大会

は区内の会場でとのことで実現できませんでした。従って、当連盟設立以来 20 年となりますが

競技大会は一度も開けず、また、区内の社交ダンスサークルとの連係を模索しても会場の問題

に突き当たります。区の財政事情から大きな箱物の新設は望めず、学校はセキュリティーの関

係から開放して貰えず、当連盟の存在価値が登録選手達の競技会出場申し込み事務受付以上の

ものとするのには苦しい道程がまだ続きます。

大田区    日下部　 弘

　30 周年記念お祝い申し上げます。平成５年９月大田区アマチュアダンス協会設立第１回理事

会が開かれ、ここに日本アマチュアダンス協会、東京都アマチュアダンス協会下部組織の１団

体として承認されました。９サークルで発足、組織拡大、スポーツダンスとしての確立、競技

大会の開催、JADA 認定会の実施等、平成 7 年には（財）大田区体育協会加盟承認されました、

現在 15 サークル会員数 410 名競技選手 207 名にて活動しております。これからの展望として

区民に親しまれ共に歩む健全なスポーツダンスを目指し次の課題に取り組んで行きます。無料

講習会年前期後期と開催底辺拡大を図る。近隣との交流を深め技術の向上と親睦を図る。広報

活動を強化し加盟サークルを増やし乍ら連盟の活性化と、指導体制組織力の充実をはかる。

　以上３本柱を掲げ、生涯スポーツの一環として少しでもお役にたてるよう役員一同、課題達

成にむけ頑張ってまいります。
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荒川区    荻 野  進 平

　東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年おめでとうございます。　私は平成 18 年１月１日か

ら荒川区ダンススポーツ連盟会長に就任させていただきました。それまではいち会員として 10

余年、ダンスの何たるが少し判ってきましたところです。

　荒川区ダンススポーツ連盟は現理事長の個人的な熱意の元に少人数で発足し、当初は競技を

目指す人達の育成を目標にしていたそうですが、現在はダンス愛好者を対象とした「楽しむダ

ンス」を目標に活動しています。私をはじめ会員諸氏は健康と楽しみを求めて行うスポーツと

してのダンスを愛好しています。ダンスを通して老若男女、近隣地域の人達が知り合い、豊か

で明るい人生を過ごすための一手段としてダンスがあると考えます。

　荒川区にはもう一つダンスの団体がありますが、両者は反目することなく同じダンスを愛好

する者同士の集まりとして、仲良くお付き合いをさせていただいています。「愛と和のスポーツ」

それがダンススポーツであると信じています。

板橋区    植 村  比呂司

　30 周年おめでとうございます。

　板橋区も一昨年体育協会に加盟して他区の仲間入りが出来たかなと思います。東京都民大会

にも今年より出場する事になり今迄とは違う意味で又仕事が増えた様な気がします。板橋区協

会としては結成当時とは大分変って来てダンス年令もどんどん高くなり、若い人の参加が少な

くなって来ている様です。これからは小中高生等にも目を向けて、学校への働きかけをしたい

と考えています。昨年も区の体育課や体協等にもお話をしましたがすべては学校次第というこ

とで先に進めませんでした。私自身仕事をしていますのでなかなかこの運動は思うばかりでど

うにもなりませんが、是非チャンスがあれば子ども達や初心者の方々の講習会等をしながら競

技志向だけでなく将来につながればと協会のみんなで話合っている所です。

練馬区    石 川  隆 史

　当連盟は、前身のアマチュアダンス協会として、平成元年２月、18 名の役員でスタートした。

当初は社交ダンスとして活動していたサークルのみであったが、平成２年８月、東京都アマチ

ュアダンス協会に加盟以後、競技経験の会員も増し、平成６年５月、体育協会へ加盟した。

　加盟後の、平成７年６月、練馬区スポレクとして第１回目のダンス大会を開催し、翌８年に、

第２回スポレクと第 49 回区民体育大会ダンススポーツ競技会を併設開催して以後、区民体育大

会の一種目として、ダンススポーツ競技会を主管するようになった。

　以後、春の交流会（パーティ）と秋の競技会を柱として活動を行い、サークル会員と役員の

協力の地道な活動のおかげで、平成の年号と共に、18 年を迎えることができた。

　東京都ダンススポーツ連盟の 30 周年にあたり、共に、更なる永続と、発展することを願って

活動していく所存です。

杉並区    大 森  爽 光

　此の度は、東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年おめでとうございます。心よりお慶び申し

上げます。さて私達の連盟は、昭和 62 年８月５日（1987 年）会員 80 人（４サークル）により

スタートしました。今年は 19 年目となります。

　発足当初は、競技選手中心のサークルのみの構成でありましたが、その後徐々に一般会員のみ

のサークルも加盟し、一時は 15 サークル会員数 500 名を数えるまでに成長しました。しかし会

員の高齢化による自然減と「加盟メリットが少ない」という一般会員の不満が強くなり、選手の

いないサークルは次第に脱会して行き、残念ながら現在は９サークル会員数 300 名です。しかし

不満会員が脱会した為、我々の団結意識は逆に高まり、当連盟の活動に対する理解と協力はより

強いものとなりました。これからは、この減少傾向に歯止めをかけ将来の発展を期するには、一

般会員の充実が最大課題であります。そのターゲットとして期待されるのは、これから定年を迎

える「団塊の世代」の男性群ではないでしょうか。この大集団を如何に取り込むかに知恵を絞り

たいと考えています。会員増強は区市だけの問題ではなく JDSF 全体としても深刻に考えて行か

ねばなりません。都連におかれましても何卒良きアドバイスとご指導をお願い致します。

豊島区    福 田  孝 三

　豊島区アマチュア協会は平成５年に発足し、それと同時に東京都ダンス協会に加盟、その１

年後、豊島区体育協会に加盟し約 200 名が活動していました。当初の会長が競技会志向であっ

たため、自分も否応なく競技会に参加し、それに伴い仲間も増えダンスの楽しみが一段と増し、

10 年間競技選手として楽しい時を過ごしました。後に競技役員となり、競技選手を引退し、後

輩の育成と協会発展のため努力し現在に至っております。その間公認競技会 24 回、城西ブロツ

ク大会２回と区民大会 13 回、都民大会にも毎回参加、成績はいまいちだが参加することに意義

を認めています。また区の後援のもと春、秋、２回に分けて初心者講習会を実施、２つのサー

クルが発足しました。今後に期待したいところであります。問題は体育施設を指定管理者が独

自運営することにより以前のように会場確保ができないという現状にあります。ますます高齢

化の進む状況にありながら高齢者の憩う、学ぶ、集う、という会場のない実情に苦慮している

現在です。これからは是非若いメンバーに積極的に参加していただき競技会のみならず、後輩

の育成に、協会運営に力を貸して欲しいところです。　

北　区    殿 塚 　 弘

　北区ダンススポーツ連盟は、平成元年４月１日区内 13 のサークルの参加により結成されまし

た。平成３年には、（財）北区体育協会に加盟、同５年に東京都ダンススポーツ連盟に加盟し名

実ともに北区を代表する団体として活動して参りました。平成７年には第 22 回東京都民スポー

ツダンス大会を誘致、同年第１回城北ブロックＤＳ大会が開催されました。

　連盟内の活動としましては、平成６､ ７､ ８年に JADA 初級技能認定会を実施、同９年から

底辺拡大の試みとして、初心者ダンススポーツ講習会を毎年行なっております、既に 800 名を

超える区民が参加しこの間３サークルが誕生しております。連盟内会員の親睦の一環としては、

年２回のダンスパーティ、研修旅行を実施しており、意思の疎通を図る為に広報誌「北区ダン

ススポーツ連盟」を発行、更なる充実した活動を行なっていきたいと考えております。

　これからの連盟の事業としては、小 ､ 中学校生を対象としたダンススポーツ教室を早急に立

ち上げる計画でおります。ダンススポーツを楽しむ人口が高齢化している中で、当連盟も世代

交代を進めながら若年層の開拓が急務であり、連盟上げて取り組みたいと考えております。
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足立区    山 本  秀 雄

　都連盟の創立 30 周年おめでとうございます。当連盟が東京都ダンススポーツ連盟に加盟させ

て頂いてから早いもので 18 年が立ちました。

　その間、平成５年から年２回足立区の競技ダンスのレベルアップと各会員の親睦を図る為に

講師を招き技術講習会を開いたり、チャリティダンスパーティを開催してきました。

　そして平成 14 年には足立区体育協会に加盟することが出来、今年２月には第６回足立区民ダ

ンススポーツ大会を開催することが出来る様にまで成りました。

　又、この大会の中で都民体育大会春季大会の団体戦出場者選考会も行いました。

　現在７サークルが加盟し、競技会出場を目指し日々練習に励んでいる次第です。

最後に都連盟の益々の発展と活躍をお祈りいたします。

葛飾区    反 町  直 志

　葛飾区ダンス連盟は社交ダンスサークルの健全な振興・相互の交流を目的として昭和 57 年 

８月に葛飾区社交ダンスサークル連盟として正式に発足しました。以来様々な経緯があり現在

の葛飾区ダンス連盟と名称も変えて今年で創立 24 周年を迎えます。

葛飾区ダンス連盟活動は三つの柱から成っています。（１）葛飾区が主催するリズム運動（シニ

アのための社交ダンス）の運営と技術指導を行っているグループ。（２）楽しく綺麗な踊りの習

得と親睦を目指しているグループ（３）競技会を目指し技術の向上を目指しているグループの

三つの柱からなっています。競技会は昨年第 10 回のスポーツダンス競技会を主催しました。過

去には競技会を目指すグループとそうでないグループの対立軋轢は連盟の運営に大きな障害と

なってきたことも事実でありましたが今は比較的穏やかな運営がなされています。

江戸川区    木 村  長 人

　東京都ダンススポーツ連盟（TDSF）の 30 周年記念、おめでとうございます。心よりお慶び

申し上げます。昭和 50 年、東京都アマチュアダンス協会としての設立来、30 年という長期に

わたり、健全なスポーツとしてのダンス、文化教養としてダンスの普及に大きく貢献されてき

た連盟の皆様に深く敬意を表したいと思います。

　我が江戸川区においては、昭和 56 年に江戸川区社交ダンス協会が設立され、木本多聞さん、

宇田川幸義さんがそれぞれ初代の会長、理事長に就任され、爾来、25 年の歴史を刻んで参りま

した。設立の翌年には区体育会への加盟を果たし、５周年と 10 周年の節目の年には記念祝賀会

を開きました。平成７年には江戸川区スポーツダンス協会へと名称変更をし、昨年（平成 17 年）、

江戸川区ダンススポーツ連盟へと名称を改め、今日に至っております。今秋には当連盟の 25 周

年を期し、祝賀会を予定しており、TDSF の 30 周年とともに、私たちにとっては大変おめで

たい１年を迎えることとなります。

　最後になりましたが、山口繁雄名誉会長、内山雅允会長の下、これからも TDSF がますます

発展しますことをご祈念申し上げます。

立川市    稲 田  義四千

　わたしたち立川市ダンス連盟は昭和 56 年３月創立時６つのサークルで発足し、今年 25 周年

を迎えます。昭和 59 年市体協加盟 ､ 市民大会での「ダンススポーツ大会」も去年 20 回大会を

終えました。昭和 62 年５月 24 日「第 1 回多摩スポーツダンス大会」を立川市泉市民体育館で

開催し本年４月 29 日の大会は節目の 20 回大会となります。昭和 61 年当時、都連盟に区部 20

区が加盟、市部は８市だったと聞いております、現在では 23 区、市部 22 市となり「多摩大会」

を軸にダンススポーツの振興を底辺拡大の要となって来ました、それも今は亡き倉持嘉治初代

会長と本年１月に故人となった望月文夫前会長の尽力、努力の結果と思って居ります。平成８

年には都体協より倉持氏が体育功労者として、立川市ダンス連盟がスポーツの普及組織化と地

域の体育振興の功績大として体育優良団体表彰を受けました。都西地区で開催される都民大会

も今年度は 10 回目を数えますし、JDC（プロ）と共催の「立川ダンススポーツフェスティバル」

も第３回となり、正にダンススポーツの多摩の要となって居ります ｡

　これからも、22 サークル 550 名会員一同ダンススポーツ普及発展に努力して行きたいと思っ

て居ります。

昭島市    山 田  富 夫

ご挨拶

　東京都ダンススポーツ連盟が創立 30 周年を迎えられ、盛大に記念祝賀会が開催されますこと

を、昭島市ダンススポーツ連盟を代表いたしまして心よりお慶び申し上げます。本祝賀会を開

催するにあたり役員をはじめ関係各位のご尽力に深く敬意を表しますとともに、東京都ダンス

スポーツ連盟の益々のご発展とご繁栄をご祈念申し上げます。

わたしたちの歩み

　昭和 55 年、趣旨に賛同した６サークルが、現行昭島市ダンススポーツ連盟の基盤となる、昭

島ダンスサークル連盟を設立し、同時に昭島市文化協会並びに日本アマチュアダンス協会傘下

の東京都アマチュアダンス協会に加盟した。設立から数年、昭島市文化協会主管の文化祭に積

極的に参加し、ダンスパーティを開催した。平成２年昭島市文化協会から昭島市体育協会に移

籍し、昭島市社交ダンス協会と名称変更し、平成７年まで毎年スポーツダンス競技大会を開催

した。平成８年から平成 15 年までは、昭島市体育協会主管の市民体育大会に参加し、昭島市ダ

ンススポーツの集いを開催した。平成 16 年 12 月に昭島市ダンススポーツ連盟に名称変更し現

在に至っている。

日野市    町 田  禎 雄

　日野市ダンススポーツ連盟は、平成２年７月に発足。翌３年３月には東京都アマチュアダン

ス協会に加盟している。主な年間行事として、現在４つのダンスパーティ、一つの研修旅行を

実施している。内訳をパーティにしぼってみると、春・秋に行なうメインのパーティ、新年早々

には日野市教育委員会が主催し、日野市体育協会および当連盟が主管する市民大会としてのダ

ンスパーティ、加えて９月に実施するチャリティーダンスパーティ（寄贈先・日野市社会福祉

協議会）などである。一方、会員相互の技術向上の機会としては、平成 10 年９月から 11 月ま

での 3 ヵ月を皮切りに、地元、松永ダンス教室の応援を得て、技術講習会が年々実施され、ま

たその成果発表の場として秋のパーティを当てる企画が、年次を追って続いている。さらには、

新たな試みとして、平成 14 年春から「初心者無料講習会」を企画、役員が挙げてこれに対応し、

総じて好評裡に終始していることは、喜ばしいことと一同安堵している。
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西東京市    指 宿  卓 兄

　今年東京都ダンススポーツ連盟が創立 30 周年を迎え、そんなに長い歴史なのだと思いつつ、

私たち西東京ダンススポーツ協会は平成 3 年設立、創立 15 周年を迎える事となりました。

　30 年前旧保谷市公民館事業に色々な募集が有るとの、妻の勧めで短期の社交ダンス講習と隠し

芸講習（かっぽれ等）の講習に行きはじめたのが、最初でした。その後、勤めの近くで、山口前

JDSF 会長のデモや門下生のダンスを見る機会にめぐまれ、それまでの社交ダンスとは全然違っ

た世界を見た感じでした。今でも山口前会長、小林組のどうどうとした踊りが脳裏に焼きついて

おります。その門下生になり、妻と一緒に通い始めたものでした。当時 JDSF 東京では、各区市

にダンススポーツの組織作り及び体協加盟の推進を図るとの指導により、平成３年当市に東京都

ダンススポーツ連盟傘下サークルを立ち上げ、翌平成４年には体協加盟申請、加入となりました。

　おりしも、今年 5 月当市田無駅２〜３分役所隣に新文化交流スポーツセンターが落成オープ

ンします。私たち協会でも、練習会場をお願いすべく、市社会体育課に申請中です。当スポー

ツセンターはヒールカバーのみで OK です。どうぞ近くの区市の方々も合わせピッカピカの体

育館でダンススポーツの練習に来て下さいますようお願い申し上げます。

武蔵野市    島 森  寿 一

　東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年おめでとうございます。

　当連盟は昭和 62 年 10 月に設立され足かけ 19 年になります。東京都アマチュアダンス協会

にはさらにさかのぼること４年前の昭和 58 年７月に当連盟の前身のサークルが加盟していま

す。その後平成元年４月に武蔵野市体育協会に加盟が認められました。平成元年９月には武蔵

野総合体育館がオープンし、当連盟の活動の中心地となっています。まさに平成元年こそ、当

連盟にとっての２大出来事であり、その後の発展の礎になった記念すべき年でありました。

　ご他聞に洩れず、当連盟もダンス界の変化と、世の中のダンスに対する見方と認知の変化に

乗って、武蔵野市において確固たる地位を築きつつあります。今や当連盟の活動は前述の体育

館に延数で年間 10,000 人を動員するまでに発展してまいりました。

　当連盟が今日あるは、故初代会長藤崎松代氏の存在を忘れてはなりません。氏は抜群の行動

力を持ったカリスマ的ウーマンで、サークル指導から始まり、先の一連の活動に尽力された当

連盟の創立者であります。

　これからも東京都ダンススポーツ連盟の発展のため微力ながら頑張って行きたいと思います。

三鷹市    二 瓶  子 朗

　当連盟は、昭和 63 年 1 月に市内で活動する 11 団体が結集して設立されました。発足当初か

ら東京都ダンススポーツ連盟、三鷹市体育協会に加盟し、春の都民ダンススポーツ大会と秋の

都民生涯スポーツ大会への参加、春の周年パーティの開催、秋の三鷹市市民体育祭ダンススポ

ーツ大会の開催等、各種行事への積極的な対応を心がけております。

　加盟サークルは、一時期 14 サークルまで増えた時もありましたが、会員の高齢化や後継者不

足、連盟加盟に伴う拘束や負担増を理由に脱会するサークルが増えるなどして半減してしまい、

平成 15 年度以降は５サークルまで減ってしまいました。

　私たちが愛好するダンスは、単なる娯楽ではなく競技スポーツとして、また心身の健康保持・

増進に役立ち、しかも明るく活力のある地域作りを手助けする「生涯スポーツ」としての側面

があります。特に高齢化社会が加速する 21 世紀においては、生涯スポーツとしてのダンスの役

割が益々重要になってくると思われます。当連盟では、より多くの市民にダンスの楽しさ素晴

らしさを知っていただき手軽にできる身近なスポーツとして愛好していただくためにも講習会

等を開催して普及活動に力を注いで行きます。

国分寺市    竹 本 　 勇

　国分寺市ダンススポーツ連盟は、平成２年４月発足し規約の中に「健全なダンススポーツの

振興および技術の向上をはかり、市民の健康増進とスポーツ精神を涵養し、もって社会文化の

発展に寄与し、ダンススポーツに関する諸団体相互の融和を図ることを目的とする。」と記され

ています。

　又、同時に JDSF 及び国分寺市体育協会に加盟し現在に至っています。

　東京都ダンススポーツ連盟、多摩東ブロック（国分寺市、小金井市、府中市、三鷹市武蔵野市、

調布市、狛江市）に所属し７市の協力を得て、当市に於いて２回のダンススポーツ大会を開催

する事ができました。

　市、独自の取り組みとしては、月２回の自由練習会と市内サークル指導者による年２回の技

術講習会及び毎秋に行われる市民体育大会共催によるダンススポーツ大会を開催しています。

　連盟の悩みとして、ダンスサークルは数多くありますが、競技会は ?　との声を多く聞きます。

　2007 年問題でもある高齢化社会を迎え、生涯スポーツとしてのダンスを多くの方々に親しん

でいただける様、色々な機会を通じて普及活動にも力を入れていきたいと思っています。

小平市    藤 尾  香津恵

　小平市にダンス連盟の前身のサークルが誕生してから、かれこれ 30 年が過ぎようとしていま

す。その当時のダンス事情を知っている役員、会員はもう僅かになってしまいましたが、なに

しろ皆がダンスをこよなく愛し楽しんでいました。サークルが終わると毎回皆で近くのファミ

レスに集まり、ダンス談議に花を咲かせ、駐車場に出てはステップを踏み、お花見の頃にはラ

ジカセを持って夜桜見物に繰り出し、四季折々の行事全てをダンスに結びつけていました。競

技ダンスが盛んではなかったあの頃、何所でも同じではなかったでしょうか？

　そんな頃幾つかのサークルが集まって時代の流れと共に、そして平成の年号と共に小平市ダ

ンス連盟が誕生しました。小平市の意向で最初は文化協会に加盟し、いろいろな実績を積み体

協加盟になったのが 11 年前です。秋には毎年チャリティーダンスパーティを開催し交通遺児育

英基金に寄贈し、12 月第 1 週目の日曜日には高齢者のダンスサークル・市民のダンス愛好者と

のふれあいダンスパーティを開催し、毎年 800 人以上の参加者が楽しみにしています。

　そして今年３月に開催したスポーツダンス大会は 18 回目を迎えました。これからも会員と共

に又皆様と一緒にダンスを楽しんでいきたいと思います。

東村山市    針 多  新 作

　東村山市ダンススポーツ連盟は 31 年前の 1974 年に現名誉会長熊木氏が当時全国市長会の会

長の際に外国訪問され、日本および東村山市にも社交ダンスのスポーツ化の必要性を感じ、帰

国後先代の理事長の遠藤氏に命じ社交ダンス連盟を結成しその年に東村山市体育協会（現在は

社団法人）に加盟いたしました。その後 1980 年東村山市の総合体育大会の一環として第１回の

競技会を開催したのが最初ですが、当時は参加者も少なく、更に競技の方法は決まっておらず、

市内のダンス教室の先生に審査員をお願いし、ソロで種目ごとのダンスを踊り 10 点方で点数を

付けて順位を決定しておりました。その後３回大会まではフィギヤースケートの採点と同様、

市内のダンス教室の先生に技術点を、体育協会加盟の団体にお願いして芸術点をつけていただ

き順位を決定しておりました。この時代はまだ社交ダンスの時代でありました。その後 1983 年

に私が理事長を引き継ぎ、同年に東京都ダンススポーツ連盟および社団法人日本ダンススポー

ツ連盟 JDSF（当時 JADA）に加盟し春の１回大会（本年は 23 回大会）秋の４回大会（本年は

26 回）より JDSF の競技規則に則りソロ競技ではなく、現在の競技方式で行っております。



36 37

狛江市    丸 井  信 子

　狛江市ダンススポーツ連盟も、加盟させていただき 20 年の月日が経ち、平成 17 年２月 20

日に創立 20 周年のお祝いをいたしました。現在７サークル会員 168 名で活動しております。当

連盟の活動の柱は今年公認第20回狛江市ダンススポーツ大会開催・第10回市民ダンス大会開催・

第７回生バンド共催パーティ開催・17 年連続初心者講習会開催と４つの柱をたてて活動してお

ります。公認ダンススポーツ大会は 20 回の会を重ね競技に運営に会員一同心を一つにしてがん

ばって居ります。市民ダンス大会では市内で活動している・フラダンス・フォークダンス、ジ

ャズダンスの演技発表もあり、異種ダンスの方達との交流もはかり、又ダンスでは競技者も愛

好者も一緒に団体戦で競い合い和気あいあいとした時をすごします。生バンド共催パーティで

は地元のスィングバンドの方と共に楽しいひと時を過ごします。最後になりましたが、初心者

講習会は４月から３月までの１年間を１期として、平成元年から続けている講習会を JDSF 公

認指導員発足に伴い平成 13 年より指導員により行なって居ります。これからもこの４つの柱を

大切に充実していきたいと思います。

町田市    田 中  修 一

　東京都ダンススポーツ連盟の創立 30 周年おめでとうございます。今後も、貴連盟の益々のご

発展を祈念いたしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　さて、近隣の町村と合併し昭和 33 年に町田市が誕生し、間もなく 50 周年を迎えようとして

おります。この間、商業都市、文化都市、都心のベッドタウンとして発展してまいりました。

　町田のダンスの経過は、昭和 57 年に４サークル約 130 名で「町田市社交ダンス協会」を設立し、

昭和 59 年「町田市アマチュア協会」に名称を変更し、さらに平成 17 年４月には「町田市ダンス

スポーツ連盟」と改称し、700 名近い会員を擁する大きな団体へ発展してまいりました。

　しかし、一時期はダンスに対する行政側の理解が得られず、大変苦労があったのも事実です。

しかし、現在はダンススポーツへの理解も得られ年間を通じて、演技発表を中心としたダンス

のつどい、サマーダンスのつどい、市民ダンススポーツ大会、チャリティーダンスのつどい及

び町田市ダンススポーツ競技大会等多くの事業を実施しております。　　　　　　　　　　　　　

　町田の協会が発足して以来、役員の方々の努力で当連盟は発展してまいりました。今後も、

関係者の皆さんのご指導、ご協力を得て更なる飛躍に向けて取り組んでまいります。

多摩市    佐 伯  佳 勇

　私たち多摩市の連盟も来年には 15 周年という節目を迎えます。この新しいかたちのダンスを

理解していただくために、当時まずは市の体育協会に入会することでした。関係者の方は大分

戸惑われたのですが、教育長とも何回も話し合いを重ね、当時の JADA の競技会のビデオをも

検討して頂いて、ようやく協会入りが実現いたしました。

　そして問題は一般的なダンスに対する先入観というものの払拭でした。当時のダンスはまだ

娯楽を中心としたものでしたから、これを競技としても普及してゆくかが課題であり、実践し

てゆく必要がありました。

　人生そのものが一つの芸術です。ダンスは、そうしたあり方の実現です。高齢化社会になっ

て誰もが健康で暮らせることを願っています。多摩市ダンススポーツ連盟はこうした指針の下、

改革を進めようとしています。共に汗を流し支え合う生涯スポーツの「要」となるようなダン

スの魅力を、すべての人が実感出来るようにと最善の努力を誓っています。

府中市    高 橋  欣 佑

　昭和 61 年に府中市内ダンス愛好者団体が集まり、お互いの親睦とダンス普及を目的として発

足。翌 62 年に３団体が集まり、府中市アマチュアダンス協会を創立しました。平成８年に府中

市体育協会に正式に加盟し、現在では府中市ダンススポーツ連盟に改名し６団体 80 名近くの

JDSF 会員が参加しております。運営は、各サークルより役員の代表が年６回定例役員会を行

っており、活動内容としましては、府中市グリーンプラザでダンスパーティの開催。初心者講

習会。毎年 10 月に府中市ダンススポーツ大会を府中市健康センターで開催しています。平成

17 年に府中市ダンススポーツ連盟は、東京都体育協会からスポーツ活動の普及に努力した功績

により表彰され、また府中市体育協会より、永年勤続役員表彰 11 名、功労者２名が表彰されて

います。今後も東京都ダンススポーツ連盟の活動に協力し、府中市民にダンススポーツを通じ

て健康で明るい町作りを会員の皆様と結束して活動して参ります。

　最後にダンス愛好家の輪も大きく広がっていく連盟の更なる発展を心よりお祈り申し上げ

ます。

調布市    甲 斐  啓 二

　この度は創立 30 周年記念祝賀式を開催されることを心からお祝い申し上げます。調布市連盟

は今年で 22 年になります。私自身の連盟での活動は 17 年になり今年 16 回の大会を開催する

ことになります。第２回大会から日刊スポーツ新聞社に協賛いただいております。10 年前にダ

ンススポーツと社交ダンス連盟が別々に活動する事になりダンススポーツは全員が選手だけに

なり調整しながらの役員を兼ねて大変な協力を得ています。創立頃の大会開催の苦労を考えま

すと今の JDSF のいろんな導入、形態がしっかりし大会進行がスムーズになり歴史を感じます。

今では総合体育館での大会開催ができ体育協会、教育委員会に感謝して又、会員の協力、理解

を得て出来るかぎり連盟の為、力をそそぎ選手が楽しく競技生活ができ存続していただけるよ

うに又、これからはジュニア育成にも力を入れてがんばって行きたいと思っております。

小金井市    小 林  泰次郎

　小金井市のダンスの歴史は公民館で５・６人の社交ダンスのサークルが昭和 35 年頃よりささ

やかに始まり、少しずつ会員が増えてきたのは、昭和 55 年頃までかかりました。そのころより

ダンスブームが広がり始まりまして、サークルも４サークルに増えバラバラ勝手に活動してい

たころ、市の社会教育課より「市民社交ダンスのつどい」を開催してほしいと依頼がありました。

初めて４サークルが共同して実行委員会を立ち上げ、小学校の体育館でダンスパーティを開催

したのは、たしか、昭和 55 年 11 月 23 日の夜でした。大変寒い日でしたが、会場は熱気に満

ち溢れておりました。毎年「市民社交ダンスのつどい」が続いた頃、JADA より連盟に加盟し

ませんか、とのお誘いを調布市の前田氏より電話連絡をいただいたのが昭和 62 年７月、そして

都連盟に加盟したのはその年の９月でした。その頃にはサークルも 20 以上になっていました。

が、当時「市民社交ダンスのつどい」の実行委員会に参加するサークルのうち、６サークルし

か参加しませんでした。その後都連盟より市の体協に加盟するよう再三依頼がありましたが、

現在の当連盟の前身である「小金井市ソシアルダンスグループ」内では体協加盟に反対する人

が多数でしたので、市の体協に加盟したのは平成 15 年３月でした。高齢化も進み現在 JDSF

会員は70名ほどで競技選手登録は８名しかおりません。会員増加に今後も努力してまいります。
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福生市    島 野  芳 一

　おめでとうございます、創立 30 周年！役員の皆様方大変ご苦労様です。私がまだ 21 歳のころ

ダンススポーツ連盟が誕生しアマチュア社会人のダンスの道が大きく開かれたことは私たちダン

ス人にとって感謝するしだいです。さて福生市ダンススポーツ連盟の誕生は約 15 年前です、当時

社交ダンスサークルの数名で新サークル福生 SDC（スポーツダンスクラブ）を立ち上げ第一歩を

踏み出しました、私はまだダンスをはじめたばかりの初心者でしたので約１年近く遅れて入会い

たしましたが今思うと当時の会長及び役員の皆様のご苦労は計り知れなく感謝の思いが込み上げ

てまいります、時が経ち私が会長を引き継いで約８年現在は加盟サークルが３サークル（福生

SDC 会長　島野、ザ・ウォーク会長　馬場、ザ・ベーシック会長　長島）に成りました、ザ・ウ

ォーク会長の馬場様も２年余り連盟の会長をしていただきました、また福生市の体育協会への加

盟は平成 13 年加盟申請をしまして１年の準備期間を置いてめでたく平成 14 年に福生市体育協会

に加盟いたしました、昨年は連盟として初めて春の都民団体戦と秋の生涯団体戦に参加し会員相

互の意識改革もできサークル間の絆も深まり実りある大会参加でした、これからも歩みを止めず

頑張ります。福生市ダンススポーツ連盟を皆様宜しくお願い致します。最後ですが東京都ダンス

スポーツ連盟のご発展と役員の皆様の御多幸御健勝をお祈りいたします。

武蔵村山市    大 山  秀 雄

　東京都ダンススポーツ連盟創設 30 周年おめでとうございます。

　私たち武蔵村山市ダンススポーツ連盟は平成元年に結成されたという記録は私が３年前に会長

就任時確認いたしておりますが就任以前の活動状況を知る人も記録もありませんのでまったく知

るよしもありませんでした。会長受諾当時の内容から察するにいくつかの困難を抱えていたこと

は事実です。私は過去の困難に屈することなく最初の課題として自らの改革とあらゆる信頼回復

に努めてまいりました。まだまだたくさんの課題はありますが最近何とかダンススポーツという

内容の全体像もみえてきて将来の方向付けも何とか出来てきましたので楽しみにいたしており 

ます。

　将来的にはダンス愛好家の皆さんのニーズにこたえられる連盟を目指したいと現在研究を積

み重ねております。

あきる野市    築地原 輝 夫

　創立 30 周年おめでとうございます。我が、あきる野市ダンススポ−ツ連盟の母体となった、

社交ダンス同好会も、ダンススポ−ツ同好と改め 30 周年を迎えます。我がダンス暦は、昭和

52 年同好会のクリスマスダンスパ−ティを広報でしり覗き見したのが始まりで、タンゴ、キュ

ーバンルンバを習いたくて同好会に入会しました。連盟の会長を引き受けて 10 年となります、

競技暦もほぼ同じで昨年は月平均１回競技会に出場した計算になります。もう後がない年齢と

なってしまいましたが、パ−トナーに引きずられて頑張っているしだいです。我が連盟を取り

巻く環境も、ここ１、２年の間に大きく変わりました。競技開催会場もその例で小体体育室使

用から、大体育室使用可となり、レッスン会場も公民館から小体育室が利用できるようになり

会場確保が大幅に改善されました。今後楽しいダンス、会員増強に取り組み東京都ダンススポ−

ツ連盟の益々の発展と共に歩んで行ければと思っています。

八王子市    一ノ宮 茂 雄

　八王子市ダンススポーツ連盟は昭和 63 年に発足し、八王子市体育協会に加盟して 18 年にな

ります。平成 17 年に NPO 法人を八王子市体育協会も許可を受けて NPO 法人傘下の団体とし

て活動しております。主な活動内容としては、年 1 回の八王子大会を毎年 10 月第１日曜日に開

催しております。競技技術の向上のみに偏らず生涯学習的な楽しんでダンススポーツを行う様

なパーティも年５回程実施して正しいダンスの普及に努めて居ります。都又は南多摩ブロック

等の上部団体への参加も積極的に行って居り又八王子市主催の関東駅伝にもお手伝いをしてお

ります。会員増強の一貫として年１回 10 回コースの無料講習会も継続実施しており、これから

は教育委員会に働きかけて小・中学生にも輪を広げたいものです。現在 15 サークル 260 名で会

員一致団結して平成 19 年の創立 20 周年に向かって頑張って行きたいと思います。地域社会に

密着して多くのダンススポーツ愛好者を増やすことが使命だと考えて進んで行きたいものです。

青梅市    永 島  英 文

　東京の西の端に所在する青梅市です。当連盟は本年で創設８年目を迎えました。昨年４月に

菊池会長が逝去されまして、その後急拠会長の代理を務めて参りました。連盟内の右も左も全

ったく様子が分からず、また、前会長との引継ぎもない事情の中で、本年から会長の任に就く

ことになりました。前会長がご健勝の時期は会員も多く在籍していて、毎年数回のパーティ、

親睦会等の諸行事を活発に実施してきました。近年は年々会員数の減少と共に諸行事も低迷し

ています。本年は「再建元年」と位置づけて、同じ多摩西ブロック内の羽村市、あきる野市、

福生市、の先輩連盟のご指導を頂ながら（１）会員の拡大、（２）他連盟との交流、（３）地区

情報の収集、を活動の柱として取り組み、当連盟の運営、普及を図っていく所存です。

稲城市    倉 澤  毅 年

　当連盟は、よみうりランドの丘陵と多摩川に挟まれ、まだ自然が残っている梨の里に位置し、

人口６万余の小さな市ですがダンスの歴史は長く、連盟が設立されるまでは各々地道に活動し

ていました。そんなサ−クルの幹事が５サ−クル集まり、1987 年４月にアマチュアダンス連盟

が設立され、社交ダンスの普及と会員相互の親睦を目的に年間行事を履行して来ました。1997

年には京王プラザホテルに於いて 10 周年記念パ−ティを開催し、多摩地区の仲間達とも交流し

て良い仲間作りをしております。1991 年は、体育協会にも加盟出来、スポ−ツとして体育大会、

市民スポ−ツ大会にもダンス部門を開催し、オ−プン戦も開催出来、沢山の選手の参加を戴き

ました。現在は９つのサ−クルで 130 余名の会員数を誇り、時代の変化と共に名称も稲城市ダ

ンススポ−ツ連盟と改称し、2007 年の 20 周年に向けて、理事、会員共頑張っております。春・

夏のパ−ティ・技術講習会・研修親睦旅行等、会員の為の行事も順調に開催、特に設立以来欠

かさず開催している 12 月のチャリティ−パ−ティには近隣の仲間たちの参加も戴き、市の社会

福祉協議会に余剰金を寄贈して、感謝状も 19 枚と増えました。現東京都ダンススポ−ツ連盟理

事長の居樹保朗会長以下、各理事も会員の為の連盟運営に当たっております。これからの課題

も多く、生涯スポ−ツとしての身体つくり、楽しく踊るをモット−に新会員を増やす事も目標

に邁進しております。　
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中央区    小 林  克 実

　私はいつからダンススポーツをしているのだろう？振り返って見ると 11 年前、現東京都会長

の内山さんが大阪に転勤になり、私が変わりに中央区から理事で行くようになりました。当時

はスキーやゴルフ、ボーリングに夢中で協和会ダンス部に所属していても真面目に練習するタ

イプでなく行ったり行かなかったりしているのだから、上手くなるはずがないですよね！東京

都の理事さんは自分の本業をしながら、ダンスの練習や会員の面倒を見ながら東京都や各区市

の事業を手伝ったりして頑張っていて偉いなと思いました。丁度そのころ東京都アマチュアダ

ンス協会の創立 20 周年事業や映画シャルウィーダンスの撮影にエキストラで協力していたりし

て、私も観客席で二日間応援しました、その時新宿の今泉さんに競技会に出た方がいいよと進

められて出るようになりました。最初は優勝しましたが級が上がるにつれて一次落ちが何度も

続き落ち込みましたが、ダンスはやればやるほど奥が深くやりがいが有り今はほとんどダンス

を中心に動いていますし、ダンススポーツを通して色々な方と知り合い協力もしていただきダ

ンスをしていてよかったと思います。

港　区    清 水  良 二

　私がダンスを始めたのは、妻に誘われてダンス教室に通うようになってからです。しかし、別々

に先生に習っていても妻をリードできるようにならないので、二人で踊れるようになるためカ

ップルレッスンを受けることにし、競技会を目標とすることにしました。そこでサークルに入り、

JDSF の会員になりました。

　しかし、私のダンスの最終目標は、誰とでも踊れるようになること、そして相手の女性が楽

しく踊れるようにすることです。そのためにはダンスの技術を身につけ、少しでも上達するこ

とが必要であり、競技会に出てレベルアップしたいと思います。

　又踊りにはその人の人間性が出ると思います。良い踊りをするためにも豊かな人間性を身に

つけることが大切だと思います。

　パートナーからも、又まわりの人からも気分の良い踊りと言われるようなダンスを目指した

いと思います。

　ダンススポーツは人生を豊かにし、生き生きと暮らすためのものです。

　これからも更に練習に励み、努力していきたいと思います。

羽村市    秋 山  幹 男

　羽村市ダンススポーツ連盟（平成 18 年１月名称変更）は、平成４年４月に「羽村市スポーツ

ダンス協会」という名で、秋山幹男と伊藤喜春（羽村市体育協会理事）を中心として結成いた

しました。結成の翌年には「第 20 回都民スポーツダンス大会」に初参加、平成 7 年には同大会

の団体戦で第２位の成績を収めるまでとなりました。平成８年には羽村市で初の試みとなる「第

１回羽村市スポーツダンス大会」を行い、ご好評頂くなどさまざまな実績をもとに平成 12 年、

羽村市体育協会に加盟申請書を提出、スポーツとしてのダンスの加盟が正式に認められました。

スポーツとしての位置付けができたことで、さらに多くの人にダンスを楽しんでもらおうと平

成 14 年には「第１回羽村市ダンススポーツ初心者講習会」を開催しました。結成以来 15 年、

健全なダンススポーツを通し、市民の体育の向上、健康の増進、併せて社会福祉活動への協力

を目標に活動を展開しております。これらの経緯が認められ、昨年は羽村市体育協会より、体

育優良団体賞を受賞いたしました。現在は４団体のサークルが加盟し、会員数も約 150 名にの

ぼります。今後ともダンススポーツの普及と充実に一層の努力をしていきたいと思います。

東京ＤＳＣ    山 田 　 淳

　1977 年にはじまる東京都連盟の歴史は、同年にスタートした JADA の歴史でもあり、ダン

ス愛好者の輪を広げながら、ダンスを健全なスポーツとして地域に普及させつつ JADA の発展

をリードしてきました。1999 年には JADA に於いて地域活動を積極的に行っていた日本社会

人ダンス連盟とトップアスリートを擁する LACD との組織統合を実現し、JDSF と改称して日

本体育協会への加盟も実現しました。そして LACD 東京支部は東京都 DSC として生まれ変わ

って東京都連盟の一員に加えていただき、東京都連盟は地域の愛好会員からトップアスリート

までを擁するダンススポーツ統括団体となって現在に至っております。

　2002 年には JDSF の社団法人化が実現し、国際ダンススポーツ連盟 IDSF を中心にオリンピ

ック種目化活動を推進。2005 年にはマカオで開催された東アジア競技大会に於いて、東京都連

盟の選手３組が金メダルを獲得するに至りました。

　生涯スポーツから競技スポーツまで、30 年の歳月を経て組織は大きく成長しました。この場

をお借りして、この道を切り開いてくださった先人の方々に深く感謝を申し上げますとともに、

またここに東京都連盟の新たな歴史を刻むべく力を合わせて前進することを誓って、ご挨拶と

させていただきます。
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品川区    牛 込  恵 子

　20 代で私が競技を始めた頃は、まだ公認ランキング制度は発足しておらず、社会人の競技会

というのはベーシック戦、一般戦、グランドチャンピオン戦という３ランクで、それから日競

連主催のノービス戦に行くというパターンでした。当時は三笠宮杯ですら後楽園ホールだった

のですから、今の東京インターナショナル選手権大会など見ると、本当に感慨深いものがあり

ます。品川には歴代いろいろな名物役員がいましたが、中でも私に連盟役員とは何かを教えて

くれたのは、故・関茂雄氏です。まだ現役Ｄ級選手だった私を東京都の理事会へ連れて行き、

地元のダンスパーティの手伝いをさせ、実務だけでなく会員を大切にする心を実践で示してく

れた、まさにお父さんでした。30 歳代半ばでもう競技を引退した私が役員として連盟に残る動

機付けとなった恩人です。もちろん、「ダンススポーツの踊る広告塔」山口繁雄・小林弥壽枝カ

ップルも、ダンス人の目標となるべき先達に違いありません。私自身は、見かけによらず病弱

な為、思うように活動できないのが残念ですが、これからも息長くダンススポーツに関わって

生きてゆきたいと思っております。

大田区    植 田  泰 嗣

　自分のダンス歴を語るに資料を探しましたところ、｢1991 年 10 月稲城大会に５級戦Ｍ、Ｌに

初出場して選手登録 ｣ なる記録がファイルの奥から出てきました。

　当時のことを思い出しますと、自分の居住する大田区ではなく品川区のサークルからの登録・

出場でした。当時、大田区ではダンスの競技会が開催されてなく、品川の大崎体育館で開催され

ていた競技会を観戦にいきました。初めて目の前で競技されているダンスを観て、自分も競技ダ

ンスに参加したくなり品川の「サークルＱ」の会長、関茂雄さんにお願いして入会しました。そ

れまでのサークルでのお遊びのダンスではなく競技ダンスの厳しさ、楽しさを教えられました。

　関さんが、JADA の役員をしていました関係上、「NHK 文化センター杯」「三笠宮杯 ｣「都

民体育大会」とか、競技会の運営スタッフを何度となく経験しました。

　そのなかで、関さんに教えられたことは、大切なことがいっぱいあり、自分のダンススポー

ツとの関わりに、いまでも時にふれ思い出されます。

新宿区    宮 原  教 子

　子供の頃、モダンバレエに熱中し「宝塚スター」を夢見た事もありましたが、遥か遠い世界

でした。学生時代を過ごした広島で、バレエ教室を覗いたこともありますが、金額的に断念せ

ざるを得ませんでした。その後上京して転職、会社と自宅を往復する毎日が続いていた頃、「踊

りたい」気持ちが再燃し、職場近くのカルチャースクールでジャズダンスを始めました。２年

くらい通った頃、新聞に折り込まれた『広報しんじゅく』の案内に目が留まりました。区協会

主催『社交ダンス入門講座』の受講生募集案内でした。月額千円という安さが魅力で早速応募

しました。そんな出会いから早いもので、19 年の歳月が流れました。昨年サークルからの帰宅

途中、不注意から横断歩道で転倒し右肘を骨折しました。手術後肘が全く動かず、仕事はもち

ろん、日常生活にも不自由しましたが、周囲の方々に励まされリハビリにより回復しました。

一時は「もう踊れない？」と絶望的になりましたが、仲間に助けられ乗り越えられたと思います。

私にとってダンスとの出会いは、夢の実現だけでなく、仲間との出会いだったと感謝しています。

台東区    村 上 　 衛

　私達夫婦がダンスを始めたのは、50 代に入ってから平成になった頃と記憶している。区の広

報誌のダンスサークル募集案内でまず私（夫）が入会、マンボ、ブルースと手ほどきを受け始

めた。私の楽しそうな様子をみて一年後妻も入会。当時はただ楽しくダンススナック、旅行と

遊び回ったが、サークルのダンス以外にも競技ダンスの存在をダンス雑誌の情報などから知り、

自分達と別世界と思っていたが友人から熱心に勧められ競技ダンスを目指すサークルに入会、

競技ダンスの泥沼に足を入れた。最初のうちはおもしろいように昇級、最近は加齢と持病、不

整脈、糖尿病、高血圧と成人病をしっかり取得、さて、これから再度挑戦するか否か夫婦で協

議中、気持ちは充分あるけれども身体がついてこない。とにもかくにもダンスは身体に良い、

精神的にもこれ以上のものは考えられない。我々夫婦にとってこんな良い老後をもたらしてく

れたものを他の人々にも知ってもらいたい体得してもらいたい。ダンスに対する恩返しの気持

ちが現在の派遣理事を務めさせて貰っていることにつながっている。今は誰か後を引き継いで

くれる人が育ってくるのを切望しながら理事会に出席している。

江東区    高 橋 清 祐

　私がダンスを覚えたのは昭和 50 年代でした。当時は社交ダンスと呼ばれておりダンスを習う

にはダンス教室での個人レッスンが主流でした。教室のフロアーにチョークで足型が書いてあ

り、その足型どおりにステップをして、何回もそれを反復し、体で覚えたら先生に組んでもら

い少しずつ動き出し、慣れたら初めて音楽に合わせてステップを踏むというような練習方法で

した。あれから 30 余年……ダンスの普及に伴い、私たちのダンスは、従来の社交ダンスとは一

線を引き、「ダンススポーツ」と呼ばれるようになりました。JADA がスタートし、競技会も

盛んになり、各区、市でも競技会が行われ、ランキング制度も導入され、ダンススポーツは全

国的に広がりました。組織も確立され地域の体育協会にも加入する団体も増えてまいりました。

JDSF が発足した頃は「競技と生涯スポーツ」の２面を両立させる大きな全国組織に変貌し、

平成 14 年８月、文部科学省より「社団法人」として認可されるに至りました。いま振り返って

みて、自分のダンスへの関わり合いがダンススポーツの歴史の中で微力ながらも役に立てた？

ことは誇りに思うし、今後も普及のために努力していきたいと考えております。

世田谷区    石 井 　 健

　私とダンススポーツの関わりは 1982 年に夫婦で地元のダンスサークルに入会したのが始まり

でした。まさか現在では指導員となり、チェッカーや競技長の資格を持ち、選手としても競技

会に出場して日々レッスンに明け暮れる姿を 24 年前には想像もつきませんでした。

　1986 年、世田谷区内の 27 のサークルの有志が集まり、サークル間の交流・連帯を深めるこ

とを目的に『世田谷区ソシアルダンスサークル連盟』ができました。1999 年には『世田谷区ダ

ンススポーツ連盟』に名称を改め、連盟発足以来 17 年間に渡って競技会や初心者のための講習

会を開催、活発にダンススポーツの普及活動に努めております。

　私も４級から始めて、JCS、JDL となった今では、全てはパートナーのおかげと感謝して、

これからも夫婦でダンススポーツを楽しみ、踊り続けたいと心から思っております。又、ダン

ススポーツを通じて友人となった皆様方も元気で踊り続けられることを祈っております。
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荒川区    内 田  勝 久

 「ダンススポーツと社交ダンスはどう違うんですか」と質問されることがあります。「競技とし

てのダンスがダンススポーツで、楽しんで踊ることが社交ダンスです」と、とんでもない間違

った説明をした人がいました。　音楽にあわせて体を動かすこと自体がダンススポーツなので

す。その中にタンゴやワルツもあり、体育館や公民館などダンスを楽しむこと自体がダンスス

ポーツなのです。「プロは技術を教え」「私達アマチュアはダンスの素晴らしさ楽しさを広める

のが目的よ内田さん」と JADA 初期に聞いた某女子の言葉が活動するきっかけとなりました。

　ダンスは誰とでも踊りを楽しむことができるという大きな長所があります。しかし競技者は

なるべく多くの時間を自分のパートナーとの練習に費したいと願っています。その結果、大多

数のダンス愛好家と一部競技者との間が違う世界になってしまいました。オリンピックを頂点

とする競技は崇高なものですが、スポーツと競技を同一視すると一般ダンス愛好家は離反して

いきます。うまい下手よりも楽しいからダンスする、それがダンススポーツなのです、さあ皆

さん踊りましょう。

板橋区    近 藤  久 子

　東京都ダンススポーツ連盟 30 周年お目出度ございます。４年後のオリンピックの前哨戦とし

て昨年 11 月マカオで東アジア競技大会が開催され日本を代表する選手の活躍で日の丸を上げ金

銀銅のメダルを獲得するという快挙をなしとげＨ 17 年の想い出に残る素晴らしい出来事でし

た。JADA 当時からダンスがスポーツとしてオリンピック種目に認められる日を夢見て難問題

をクリアし努力を重ね 30 年経った今東アジア競技大会出場という大偉業を達成し次世代にバト

ンタッチ出来る体制を作り上げた事業は大きな財産となって残り後世に語り継がれる事でしょ

う。関係者各位の熱い想いが今叶えられ好きなダンスに携われる事に感無量です。今振り返っ

て娘時代から現在迄、ン十年の長いダンス一筋の人生が送れたのも、組織あってのお陰と感謝

の気持ちで一杯です。組織に入っていなければ一生遊びのダンスで終っていた事でしょう。協

会に所属しダンスを通してさまざまな経験をし当初の夢を実現し次の目的に向って、Ｈ 16 年に

今迄の経験を生かし後輩の指導と生涯元気でダンスが踊り続けられる様又新しくサークルを立

ち上げ生涯現役ダンサーとして夢の達成に向って頑張ります。私の持論「夢は見る物ではなく

叶える」叶う迄諦めないでやり続ける。続ける事が大事「継続は力なり」「継続は若さなり」生

涯若さを失わず好きなダンスを続ける事が最高です。

渋谷区    原 　 イツ子

　20 年程前、友人に勧められてソシアルダンスを始めました。それが性分に合っていたのか何

なのか、今やどっぷりはまっています。最初はステップを覚えれば踊れると思っていましたが

続けていくうちにストレッチやシェイプアップし、からだ全体を使わなければ良い動きができ

ないことを知りました。やればやるほど奥が深くスポーツ性も高いことが分かり練習が楽しく

なりました。そして何よりも二人で協力しあって動くところが他のスポーツには無い難しさで

あり、また上手く出来たときの達成感はひとりでは味わえないものがあると思います。幸運な

ことに、始めて間もない頃素晴らしいリーダー（上遠野治氏）にめぐり合いました。競技会に

出場したり、渋谷区体協主催の春・秋季区民ダンススポーツ大会や連盟主催の競技会の裏方を

して、協力しあう仲間やダンスを通して多くの人達との「出会い」「ふれあい」に幸せを感じて

います。これといった病気もせず日々健康に過ごせるのもダンスのお蔭だと思います。まさに 

Dance Ｓports is my Life です。

豊島区    小 田  明 雄

 「ダンスを習うんだけど、一緒にどう？」と 19 年前、当時 70 歳の知人男性に誘われ、約束の日

に指定された会場へ赴いたところ、活発で華やかな女性達に囲まれ、手取り足取り何やら分から

ず動かされ、「あら、素質あるじゃない。」などとおだてられたのが未知の世界との出会いでした。

　難しくて幾度も挫折を味わいながらも、これまで続けられたのは、仲間の励ましがあったか

らこそと思います。

　技術面でわずかずつでも向上するにつれ、その楽しさ、奥の深さに真剣にならざるを得ません。

　最近、素敵なパ−トナ−に恵まれ、いざ競技会へなどと思ったら、彼女曰く「もうお互い年な

んだから楽しめばいいんじゃないの。」そう云われればそれもそうなんですが…。

　目標をたて二人で努力もしてみたいし。

　そんなわたしの熱き思いを察してくれたのか、最近になって「出てみましょうか。でるんな

ら早くしないとどんどん年をとっちゃうわ。」ですって。

　そう、わたし今年、古希を迎えます。

北　区    小 杉  健 夫

　私がダンスを始めたきっかけは ､ 若い頃外国の映画（英国及びロシア）を見て映画のように

優雅に踊りたいと思ったからです。ダンス教室に行ったがドアを開けられず入るまで数ヶ月か

かった記憶がある。少し踊れるようになってからパーティに仲間と行って見るとバントが入り、

ベンチャーズやコニーフランシスの曲でジルバ、サーフィンなどを踊っていた。又他のパーテ

ィでは、ハワイアンのバンドで皆楽しく踊っていた。社交ダンス（ワルツゃタンゴ）より楽し

かったので私もその踊りに夢中になったのである。それから数年後職場が変わりダンスをやめ

たのである。東京に移ってから自宅の近くで社交ダンスのサークルがあるのを知り入会した。 

　近年社交ダンスをダンススポーツと言われるようになってから、ダンスサークルのレッスン

も変わってきたように思われる。以前は競技選手か競技を目指す人だけと思われていたが、今

では私のサ−クルでも踊る前にストレッチを行い、少しでも身体のト−ンをアップさせ、音楽

のリズムに合わせ軽く美しく踊れるようにレッスンを行なっている。そして健康ダンス、楽し

いダンス、良い仲間が私の目指している生涯ダンススポーツである。

足立区    宇田川　由 美

　20 周年の記念誌の原稿をやっとの思いで書いてからもう 10 年がたってしまいました。

　現在、どちらかと言えばサークルで踊ることよりも、足立区の事務担当の業務そして東京都 

ＤＳ連盟の事務局長としての仕事がダンススポーツの関わりと成っています。

　区市の事務局は多くの方が携わっておいでですので、東京都 D Ｓ連盟の事務局長として私が

常日頃どの様なことをやっているのかその一端を書いてみます。会議は、常務理事会と理事会

があり、月２回は最低出かけることになります。理事長の了解の基に会議の開催案内の指示、

審議議題や配布資料の作成があり、会議の終了後、皆様がご覧になっている理事会の議事録（事

務所で作成）の内容の確認、署名人へ連絡等がその一連の業務です。その他の各種の資料の作成、

総会資料の取り纏めもありますし、JDSF 関係の会議もあり、パソコンに向かわない日が無く、

慌しい毎日です。

　近頃もう少し、時間をうまく使い、又フロアに出て踊ることが出来たらいいなとだんだん思

い始めました。どこかで私を見かけましたら、是非、声を掛けてください。
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日野市    阪 田  文 子

　私のダンス暦は約 25 年になります。いまから 15 年前、日野市ダンススポーツ連盟設立以来、

主に裏方として活動し連盟を支えてきたつもりです。そして毎月の理事会に、現在派遣理事と

して出席させていただいています。私は現在我が市で４サークルの指導に当たっています。そ

の中のひとつに「シルバーダンスサークル」という会があります。今年で４年目になります。

男女のバランスがよく、会員さんは実際にパーティに行って少しでも楽しく踊ることができれ

ばという人が殆どです。会員さんの中には高齢の方も数人いらっしゃいますが、其々に異性を

意識し、生き甲斐を感じて一生懸命出席されて来る。仲間と話をし、笑い、そしてレッスンを

する。社交の場であり、繰り返し繰り返し練習をしていい汗を流す場でもある、という感覚な

のです。歳をとって運動不足になりがち、それを解消するためにも適度に体を動かすダンスが

とても好都合である、と皆さん口を揃えて仰っています。私の指導の方針は、できる限りどの

サークルでも共通するステップを指導するように心掛ける事です。これは、他の人と踊れない

ダンスを覚えていただいても意味が無いと思うからです。飽きさせない、怒らない、常に笑顔で、

をモットーとしてこれからも身体の続く限り頑張っていきたいと考えています。

国分寺市    松 元  邁
ま

祥
さ

晃
あき

　ダンスとの係わりは、‘60 年学生時代に友人主催のダンスパーティで、音響を手伝ったことが

始まりでした。当時は、現天皇のご結婚、東京オリンピックに向け景気の上昇時期で活気に溢

れていました。会場である区の公会堂にステレオを持ち込み、会費 60 円（コーヒ一杯分相当）

200 人以上の老若男女が音楽に合わせて楽しく、軽やかにステップする姿に、音響操作の中で、

私もダンスに対し熱いものを感じました。

　その後、就職、仕事への取り組み等忙しく、近所の公民館のサークルに入会してダンスの基

礎的な動きを教えて頂いたのは、‘68 年からでした。入会してみると、軽やかなステップのイメ

ージは消え、自然な動きが如何に難しいかを知りました。　

　ダンスを続けられるのは目標設定が一生かかっても達成出来ないほど無限にあります。幾つ

もの段階を経て、小さな達成感や、時には絶望感の入り混じった心をふるい立たせて挑戦した

結果が進級につながったりするからです。

 ‘95 年からパートナーのご協力で JADA の競技ダンスに出場し、遅々として昇級しませんが、

Ｄ級目標で頑張っているところです。

葛飾区    平 井  靖 敏

　今から 50 年前頃私は 10 才前後でした。ラジオ放送にＰ盤アワーＳ盤アワーが有りグレンミ

ラー、ベニィーグッドマン楽団の曲が流れていたのを良く覚えています。グレンミラー物語と

云う映画を子どもの時に父に連れて行ってもらい、その一場面にダンスを踊っているシーンが

有ったのを覚えています。ダンスを見たのは初めてでした。18才頃に飯田橋に松竹と云うダンス・

ホールが有り生バンドで踊っている人を見たのが初めてでした。

　その時には自分がダンスを踊るなど夢にも思っていませんでした。当時、日大講堂が両国に

有り学連の大会が行われていました。知り合いの学生に勧められ教えてもらいながら踊ったの

が始まりでした。江戸川区の浅野氏、江東区の高橋氏に出会い競技を覚え富永様とペアを組み

競技会に出る様に成り色々な方々にお世話に成りながら現在葛飾区の役員として、富永様と二

人で東京都の理事会に出ています。

　これからも宜しくお願い致します。

江戸川区    桑 田  敏 子

　東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年記念、おめでとうございます。私がダンスを始めるキ

ッカケとなったのは、かれこれ 23 年前に遡ります。当時子ども達がまだ小さかった事もあり、

主人がひとりで近くで始まったサークルに入会しました。最初の頃は、男性と女性の足型を両

方覚えて来て、私に自慢げに教えてくれていました。しかし、3 ヶ月程たってステップが進ん

で行くうちに、自分の足型さえやっとみたいで、なかなか教えてくれなくなりました。そこで「ど

うせなら私も習いに行くわ！」と、近くに住んでいた両親に子ども達を預かって頂き、一緒に

そのサークルに通い始めました。それから間もなく地元の江戸川で初心者の競技会が有り、サ

ークルの先生に薦められるまま出場したのがキッカケで「ダンスにも競技会が有るんだ…」と、

すっかりダンスの虜になってしまったのです。子ども達も手が離れた今では地方の競技会にも

旅行を兼ねて出場するのが楽しみのひとつになり、ダンスを通じてたくさんの友達も出来まし

た。今思えば、23 年前のあの競技会に出ていなかったら現在の私達は無かったかも知れません。

いつまでも健康で、生涯現役の選手でいる事が私達の願いです。

昭島市    百 瀬 　 勝

　創立 30 周年、この期に私のダンスを振り返ってみようと思う。私がダンスと出会ったのは、

半世紀も前の 1955 年の頃、友人の勧めもありダンス教習所に通ったのが始まりであった。友人

作りが目的と、自分に言い聞かせ、臆面もなく通い続けた。当時はホールに行くのは不良とか、

卑猥なものと迄言われたがそれでも辞めなかった。今考えると本当に好きであったか、面白か

ったのか、後者の方と思える。

　30 年前、昭島市より西側、「四市一町」と言う親睦団体を作り、各市２回持ち回りで計 10 年

間青梅市の霞共益会館に於いてダンスパーティを開催した。又私の所属しているサークルも、

1973 年頃発足しており、33 年経過しております。その代表を任せられ辞めるに辞められない

と言う事も、50年続いている原因かも知れない。でも本当に辞めようと思ったことは一度もなく、

「こんな楽しいものはない」と長く続けられた思いを今振り返る。以前勤めていた会社の同僚（女

性）が「何の趣味もない私の主人が、定年になったら一度に老けてしまうだろう。あなたは良

い趣味を持ってしあわせね。」と。言われるまでもなく、健康で病一つなく、ダンスを楽しんで

謳歌しております。

武蔵野市    黒 岩  千代子

　東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年、心よりお慶び申し上げます。私がダンスを始めたきっ

かけは、約 18 年前の市報で募集された初心者コーススミレダンスサークルでした。場所は市民会

館で、講師は故藤崎松代先生（武蔵野市ソシアルダンス連合会会長）と藤田晃氏、補助講師として、

当時競技選手だった名倉ご夫妻でした。ダンスのことは何も知らないまま、一人で参加したダン

スサークルでした。始めはとても不安でした。しかし、熱心に指導して下さる先生方のおかげで、

少しづつ、ダンスの基本を覚えることができ、同時に、ダンス仲間も増え、毎週１回、サークル

に通うのが楽しくなっていきました。ダンスを始めて６年後、始めて、リーダーの和田昭二氏と

競技ダンス大会 5 級相当戦に出場しました。周囲は正装の方々でいっぱい、ドキドキしながら大

会に出たことを思い出します。平成 10 年４月 14 日藤崎松代先生が病気のため、武蔵野赤十字病

院で死去されました。武蔵野市と東京都のダンスに対して、大変貢献された先生です。現在は、

島森寿一会長を中心として、「ダンスは明るく・楽しく・美しく」をモットーにダンスを役員一同

守り立てています。これからは一人でも多くの方たちがダンスに楽しく参加できますよう、努力

したいと思っています。東京都ダンススポーツ連盟の更なる発展をお祈り申し上げます。
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八王子市    原 田  喜 平

　ダンスに興味を持って 18 年余り、技術の向上を目指し競技会にも年５〜６回出場してきました

が、コーチャーに注意されていることが出来ず練習と努力が足りないと反省する事ばかりです。

　ダンスってどうしてこんなに難しいのだろう、奥の深さを感じると、同時に還暦を過ぎて５年、

限界かな〜と思う昨今であります。

　しかし、現在まで続けてこられたのは生涯学習スポーツとして、ダンスを第一に生き甲斐を

感じた事、コーチャーに恵まれた事、パートナー（妻）と共に歩んできた事と感謝しております。

　此からも、健康に留意し、もう少し頑張って行こうとレッスンに励んでおります。

　最後にダンス界は何で、どうして幾つもの団体に分かれているのでしょうか？（JDSF、

JDC、JPBDA、JBDF、JCF、ADSF…）と、感じているのは、私だけでしょうか？統一に

向けた団体間の話し合いのテーブルに JDSF が中心的な役割を担う事を期待します。

福生市    北 島  浩 子

 ｛上体を動かさない！！｝｛手先だけで踊ろうとしない！！｝体育館に声が響く、体が動かない、

熱心な指導に応えられない。イメージは出来ているのに、自分が情けなくなってくる…。毎週

日曜日、夜７時 30 分から２時間 10 組程度のペアレッスンだ。新参者である夫と私は、周りの

レベルの高さに圧倒されながらも、それなりのステップを楽しんでいる。特に私にとっては、

日本舞踊と二束のワラジである。夫が先に始めた事、元来、体を動かすことが好きだったこと、

そして何よりも、サークルの方々が素晴らしい事が、ダンスを始めた契機となった。もともと

踊ることとは共通点があるのか、それとも、自分のクセなのか、注意されることは同じ事が多

いことに驚かされる。今日も、お稽古で注意されたことを復唱しながら、レッスンに夫と向かう。

｛体の軸はズレないよ！！｝｛体が動いてから、手がついてくるんだよ…｝。やはり、同じ事だった。

日舞とダンス。体が動く限り、永く続けられることを願っている。

府中市    塩 崎  博 資

　私がダンスを始めたころは文化サークル類に属し単に楽しむもので、競技会なんて！採点評価

されるのに楽しみなんてあるはずがないと反対していました。競技会は確かにつらい。体力を酷

使し、足にまめができたり、腰が痛くなったり、疲れて帰りの電車の中で眠り込んでしまうこと

も多々あります。自分のみならず二人で成果上げる様にするには大変です。思いどおりにできな

いのは相手のせいと自分の練習がおろそかになっていつしか喧嘩になったり、「音楽の感じ方は人

それぞれ違うもの互いに位置も違えば動きも違う」このことを理解せずに音楽にあってないと責

め合ったりと、ダンスの練習も大変です。しかし、入賞等の成果が有れば嬉しいものです、二人

での競技なので幸せも二倍と最高な気分にしてくれます。入賞せずとも終わったあとの一杯は最

高の充実感を味わえます。大会の運営に携わっている人達は、大変なご苦労があるかと思いますが、

選手にとって競技会は楽しめるものであり、自分の技術向上の機会を与えてくれるものです。私

も少しでも恩返しができればと、裏方にも積極的に参加していきたいと思います。

今後も、ひとりでも多くの人がダンススポーツの楽しみに共感し、普及されるよう東京都連盟に

協力して行きたいと思っております。

町田市    清 水  金 作

　創立 30 周年おめでとうございます。

　私達夫婦が共通の趣味としてダンスを始めたのは、東京消防庁を退職し濡れ落ち葉になって

いる頃でした。妻に誘われ 68 歳から練習を始め、まず５級戦に挑戦しました。目標は 70 歳ま

でに２級になる事でした。『あこがれの燕尾服、ドレスで踊る』という夢もかなえられると思い

ました。次の目標はラテンです。でも 70 歳からラテンの競技、気持ちだけは 50 代ですが…競

技の帰りはやはり年です。階段の上り下り、重い荷物「やれやれ」でも決勝戦で私の名前がコ

ールされる時の心地よさにまた次のエントリーをしてしまいます。現在はスタンダードＤ級、

ラテンは１級になりました。ダンス仲間にささえられ励まされスポーツダンスを始め 11 年にな

りました。金婚式と喜寿を迎え２度とできない記念デモを踊らせていただきました。孫娘もお

祝いに稲沢先生と踊ってくれました。健康であるが故に私達は『生涯スポーツダンス』を続け

ていきたいと思います。仲間に長老と言われ今は都の理事として 30 周年を迎え町田の連盟に役

立つ様に今後も頑張ります。

武蔵村山市    大 山  達 子

　わたくしとダンススポーツ、、、人によってはいろいろ考えが違うと思うのですが、わたくし

の場合は踊りを楽しむ一語に尽きると思います。

　主人は何時も（病気になってベッドに寝たきりになるより）少しでも先に長く健康な体でお

られるように運動をするか体を動かしていた方がいいといいます。お世辞？激励？まあどちら

でもいいのですがうれしいではないですか、趣味のダンスを続けなさいということですから。

しかし主人のこんな激励にこたえられないのが残念です。５年前も３年前も今も一向に上達し

ないのです。普通に言うなら現状維持。これから先の体力を考えれば現状維持もかなわないか

もしれない、しかし最近は主人の激励？をわき目に何とか自信の体力範囲内で無理せずこれか

らも踊り続けられればと願い続けております。

稲城市    須 藤  龍 介

　ダンスを始めてから７年、女房からはとりつかれていると言われているが、ダンス仲間で私

より熱くなっている人を見ると心強さを感じる。反面、興味のない人からみるとそう写るのか

もしれない。

　仕事を除けばどの位の割合を占めているのかを考えたことがあるが、仕事で移動中に、MD

ウォ−クマンを聞いたり、ダンス関係の旅行や行事・連盟役員・レッスン・競技会等を含める

とかなりの割合を閉めている。

　ダンスを始めた当初の目的は、運動不足解消のつもりだったが、今まで継続出来たことで、

精神面・健康面で大いにプラスになっている。

　初めて競技会に出場した時は、雰囲気にのまれてなにを踊っているか解らず恥をかき、競技

会にでるためには最低でも、姿勢・音楽等自分が苦手としているところを克服しなければなら

ないということが解りました。今では、私自身の理想のダンスをめざして課題を克服する過程

がおもしろくなっています。また、レッスン・競技会をとおして「ダンススポ−ツ」の奥深さ

を感じています。
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東京ＤＳＣ    佐 倉  文 彦

　東京都連盟 30 周年記念おめでとうございます。

　私がダンスと出会ったのは、大学入学と同時でした。当時、名古屋から一人で上京し、親戚

も友達も誰もいない状況でしたが、入学式の日に先輩達の甘い言葉の誘惑（？）があり、つい

釣られて入部してしまったクラブが競技ダンス部でした。でもそのおかげで友人もたくさんで

き、楽しく充実した大学生活を送ることができました。

　卒業後もダンスを続け、さらにたくさんの友人ができ、競技会後や練習後の仲間との飲み会

や旅行等、私の貴重な財産となっています。また、ダンスを続けていく中で、お世話になった方々

や、一緒に連盟の仕事をやっている方々、競技を応援して頂ける方々など、多くの方と知り合

うことができたことも、私にとっては貴重な財産です。

　私にとってダンスとは、人と人との繋がりをもたらしてくれるものであり、普通のサラリー

マン生活を送っていただけでは決して得る事のできない物をたくさんもたらしてくれるものだ

と思います。

　これからも、ダンスを通して、人と人との繋がりを大切にして行きたいです。
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実行委員長 

　　今 泉 清 隆

 『東京都ダンススポーツ連盟創立 30 周年記念祝賀式』

をご来賓・役員・会員・関係者の皆様、総勢約 650 名

のご参加のもと、盛大に開催することができました。

これもひとえに、ご参加賜りました方々をはじめ、 

( 社 ) 日本ダンススポーツ連盟、各道府県ダンススポー

ツ連盟、体育協会関係、( 財 ) 東京都生涯学習文化財団

等の長きにわたる、ご協力とご支援の賜物であり、心

から感謝申しあげます。尚、祝賀式運営面で不行き届

きの点も多々あったかとは思いますが、書面をお借り

し、お詫びを申し上げます。

　創立当初に比べ、ダンススポーツ人口も増え、とり

まく環境も大きく変化してまいり、オリンピックへの

正式種目加入も夢より現実味をおびてまいりました。

今後も、ダンススポーツのより一層の普及と発展のた

め、皆様と共に邁進して行く所存ですので、ご指導、

ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

　末筆ながら皆々様のご健勝をお祈り申し上げ、お礼

のご挨拶とさせていただきます。

御 　 礼
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