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東京都ダンススポーツ連盟が創立 40 周年を迎えられたことに、お祝いを申し
上げますとともに、心よりお慶びを申し上げます。

貴連盟は、前身である「東京都アマチュアダンス協会」を昭和 52 年に設立
し、都民へのアマチュアダンスの普及振興と地域における組織づくりに力を尽
くされ、平成６年には東京都体育協会への加盟をされました。また、平成 11 年
には現在の名称である「東京都ダンススポーツ連盟」に改名し、一貫して都民
のスポーツ振興や健康・体力づくりに多大な貢献をされてまいりました。

近年は、「ジュニアダンススポーツ競技大会」の開催等ジュニア層への普及振
興や指導者の育成を充実させるなど、幅広い年齢層にダンススポーツの魅力を
伝えておられると伺っております。

また、「都民体育大会」や「都民生涯スポーツ大会」等において、ダンスス
ポーツ競技を継続的に主管していただくなど、東京都のスポーツ振興事業にも
積極的に御協力をいただいています。

平成 25 年に開催した「スポーツ祭東京 2013」では、ダンススポーツをデモ
ンストレーション競技として実施するにあたり、各会場における円滑な競技運
営に御尽力をいただき、大会を大いに盛り上げていただきました。

多大なる御協力をいただいていることに深く感謝いたします。
さて、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会まで、あと４年とな

りました。東京都は、大会が史上最高のものとなるよう精力的に準備を進める
とともに、都はこれを機に、スポーツが日常にとけ込み、誰もがいきいきと豊
かに暮らせるスポーツ都市・東京の実現を目指しています。引き続き、皆様の
御支援と御協力をお願い申し上げます。

結びにあたり、これまで、東京都のダンススポーツの振興に御尽力いただい
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御発展と皆様の御健
勝を祈念して祝辞といたします。

東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年、誠におめでとうございます。東京都

議会を代表いたしまして、心よりお祝いを申し上げます。

貴連盟は、昭和 52 年に東京都アマチュアダンス協会として発足してから今日

まで、ダンススポーツの振興を通じて都民の心身の健全な発達と社会貢献に寄

与する活動を着実に続けてこられました。

会長をはじめとする歴代役員の方々のご尽力と関係者の皆様のご理解に深く

敬意を表する次第であります。

ダンスは競技スポーツであるとともに、芸術・文化の面でも人々をひきつけ

る大変魅力のある存在です。また、ジュニアからシニアまで幅広い年齢の方々

が楽しめる生涯スポーツとして、健康保持から地域の交流に至るまで、社会的

にも大きな役割を果たしております。今後もダンススポーツを楽しむ方がます

ます増加し、健康で豊かな都民生活の増進につながりますよう、ご期待申し上

げます。

さて、2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催がいよいよ 4 年

後に迫り、東京は重要な時期を迎えております。この大会を契機として、誰も

がいきいきと豊かに暮らせる東京を実現していかなければなりません。そのた

めには、健康の維持・増進、生きがいづくり、地域コミュニティの活性化など

幅広い効果を有するスポーツの力を、より一層活用する必要があります。

東京都議会は、今後とも、貴連盟と手を携え、2020 年、さらにはその先を見

据え、誰もが生涯を通じてスポーツに親しみ、健康で豊かな生活を送ることが

できる「スポーツ都市東京」の実現に全力で取り組んでまいります。

結びにあたり、東京都ダンススポーツ連盟のますますのご発展を心から祈念

申し上げまして、私の祝辞とさせていただきます。

舛添　要一 川井 しげお

祝　辞 祝　辞

東京都知事 東京都議会議長
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本日は　東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年　誠におめでとうございます。
大勢の皆様のご参加のもと　盛大な記念祝賀会が開催されましたことを心からお
喜び申し上げます。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は心から感謝申し上げます。

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ありました。またこの 40 年間はアマチュアダンス界にとって
も大きな変化の年でもありました。日本アマチュアダンス協会 (JADA) の設立、
日本ダンススポーツ連盟（JDSF）への改組、（財）日本体育協会加盟、日本オリ
ンピック委員会（JOC）加盟、そして公益社団法人となり、ダンススポーツ競技
団体として、オリンピック、国体を目指し、JADA 設立時の意志を引き継ぎ今日
の JDSF に至っております。東京都ダンススポーツ連盟には、この間長きにわた
り中心的な役割を担っていただき、わが国のダンススポーツの普及・発展にご尽
力をいただいております。

昨年は、2020 年東京オリンピックに向けた「ダンススポーツ」の正式種目化
に関連する活動には、貴連盟をはじめ多くの関係団体の応援をいただきました。
残念ながら新種目採用には至りませんでしたが　この動きは東京で終わることな
く、2024 年のオリンピック開催地に引き継がれ、必ずやダンススポーツが正式
種目になることを期待するものであります。一方、少子高齢化社会を迎えるなか
で、貴連盟はじめダンススポーツ団体として、その社会的な責任や期待感は益々
大きなものになっています。特に中高年齢者にとってのダンススポーツは、男女
が一緒となってリズムにあわせてコミュニケーションを楽しむことにより、脳が
活性化され足腰が鍛えられ、いつまでも若々しく健康・体力を維持できる唯一の
スポーツであります。　

私たちのダンススポーツを広く普及させることは、都民（国民）の健康維持・
向上に貢献できるものであり、貴連盟および加盟サークル活動には、大きな期待
を寄せるものであります。

生涯スポーツとして、さらにはオリンピックや国体参加に向けたダンススポー
ツ発展に貴連盟には、今後ともさらなるご支援ご協力をお願い申し上げます共
に、今後の貴連盟の益々のご発展とご繁栄を衷心よりご祈念申し上げます。

創立 40 周年の祝賀に際し、心からお慶び申し上げますとともに、私もまた東
京都ダンススポーツ連盟の一員として、ご来場の皆様に深く御礼申し上げます。

昭和 52 年東京都ダンススポーツ連盟の創立直後に、日本ダンススポーツ連盟
（当時 JADA）が創立されました。40 年の間に、私たちは日本体育協会、日本オ
リンピック委員会に加盟し、平成 22 年には公益社団法人に認定されました。悲
願であった風営法ダンス規制の完全撤廃も実現し、どこでもダンスが踊れる日
本になりました。

会員が志を結集して、健全な生涯スポーツとして地域サークルに根差した活
動を展開し、また三笠宮杯、東京オープンなど頂点となる競技会を定着させ、
ジュニア選手の育成支援を行って国際舞台へ派遣するなど、たゆまぬ努力に
よって「ダンススポーツ」の認知度を高めてきた結果です。そして、東京都ダ
ンススポーツ連盟は常に JDSF の中核としての役割を果たしてきました。

少子高齢社会の現状において、近未来のためにこれから何をなすべきなの
か、私たちはいま問われています。ダンスの起源に立ち返れば、音楽のあると
ころにダンスがあります。風営法の規制撤廃を機に、私たちの日常的な愉しみ
としてディナーの場でも音楽を感じれば踊り、多様な人々とのコミュニケー
ションの機会を魅力的に演出すること。また商業施設に於けるそのような「場」
創りを促進していくことも、私たちが取り組むべき使命と考えます。競技会ば
かりでなく、未来に向かってアマプロ皆で力を合わせてそのような豊穣なダン
ス文化を創生していくことで業界に活力を生み、ひいては念願の国体およびオ
リンピックの正式種目として採用されることが、ダンス界全体としての活路で
はないでしょうか。

40 年前から私たちの基盤を築き、引き継いで来られた先駆者、先人の方々の
ご尽力への深い感謝の気持ちとともに、私たちもまた愛してやまないダンスス
ポーツの輝かしい未来を次の世代に引き継いでいくためにも、主力となる東京
都ダンススポーツ連盟の更なる活躍と、益々の発展を祈念申し上げる次第です。

祝　辞 祝　辞

公益社団法人　日本ダンススポーツ連盟

斉藤 斗志二会　長

公益社団法人　日本ダンススポーツ連盟

山 田 　 淳専務理事
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このたび東京都ダンススポーツ連盟が 40 周年を迎えられたこと、誠におめでと

うございます。心よりお祝いとお慶びを申し上げます。

貴連盟は昭和 52 年に東京都アマチュアダンス協会として創立され、平成６年に

は当協会へ正式加盟されました。以降毎年東京都体育協会の事業へのご協力をい

ただき、深く感謝いたします。

組織としても他の模範ともなる運営をされておられることは歴代の役員の皆

様、並びに多くの会員の皆様の並々ならぬ努力と熱意の賜物と、深く敬意を表し

ます。

さて、この東京で開かれます 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会

まであと４年と迫り、スポーツへの機運と関心がますます高まってまいりました

が、ダンススポーツはジュニアからシニアまで幅広い年齢層を対象にした競技ス

ポーツとして、また生涯スポーツの花形として、東京都ダンススポーツ連盟の果

たすべき役割はますます大きくなってきており、その競技の華麗な動きの美しさ

は、今後も多くの都民を魅了し、楽しめるスポーツとして大きな夢や希望を与え

て行っていただけることと確信しております。

結びにあたり、40 周年という大きな節目の年を迎えられた貴連盟が、今後も末

永く益々活発に活動され、都民の生涯スポーツのために大きな成果を挙げて行か

れるよう祈念し、重ねてこの祝賀会のためにご尽力された関係者の皆様に深く敬

意を表し祝辞とさせていただきます。

祝　辞

公益社団法人　東京都体育協会

山 本 　 博会　長

本日は、東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年式典に、大勢のご来賓ならびに
会員の皆様方をお迎えして開催できましたことを厚く御礼申し上げます。

また、４月に発生いたしました熊本地方の地震により災害を受けられました皆
様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、皆様の健康と一日も早い復興を
お祈り申し上げます。

さて、当連盟創立以来、永きにわたりご尽力いただいております、沢山の諸先
輩、役員、指導員、並びに関係者の皆様方に、心より感謝申し上げます。

永い歴史を振り返ると、皆様の感激もひとしおでないかと存じます。
東京都ダンススポーツ連盟は、公益社団法人　日本ダンススポーツ連盟の元、

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、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います。

創立以来、「ダンスを健全なスポーツ、生涯のスポーツとして普及・発展させ、
将来、国民体育大会、オリンピック参加を目指すこと」の大きな理念は今も、変
わる事はありません。

時代の流れによる環境の変化は否めませんが、パーティー、競技会、年令、性
別にこだわらずダンススポーツが生活の一部になればと思います。

東京都ダンススポーツ連盟の果たす役割は、ますます重要なものであり会員の
期待は一層大きいものとなっております。

今後とも、会員の豊かなダンスライフを築くため、ダンススポーツ普及・振興
に努めてまいりたいと考えております。

ダンススポーツを通して、大勢の素晴らしい仲間をつくれる子供たち、より健
やかな人生を謳歌できる大人たちがもっともっと増え、そして、東京都ダンスス
ポーツ連盟、更には日本のダンス界がより発展するよう今後も皆様方のお力添え
を切にお願い申し上げます。

結びに、本日ご臨席くださいました皆様方のご健勝とご活躍を祈念し、お礼の
言葉とさせていただきます。

ありがとうございました。

ご  挨  拶
― 創立４０周年を迎えるにあたって―

東京都ダンススポーツ連盟

居樹　保朗会　長
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本日は、此処新宿京王プラザホテルにおいて東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年記

念祝賀式を開催するにあたりご来賓の皆様、また役員の方をはじめ会員の皆様にはお忙

しい所、ご出席して頂きまして心より御礼申し上げます。

当連盟は昭和 52 年東京都アマチュアダンス協会として誕生し、平成６年に東京都体

育協会に正式加盟をいたしました。体育協会加盟は東京都が全国で最初に認められまし

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）に改名したのにともない、当協会も東京都ダンススポーツ連盟と改名し

今日に至っております。

当連盟は 23 の区と 22 の市そして東京 DSC の 46 の団体で構成されており、会員数

6000 名弱の団結力の強い組織です。我々のダンススポーツは年々高齢化していますが、

競技会だけでなく年齢・性別を問わず全ての人が音楽に合わせて身体を動かし楽しめる

生涯スポーツを目指しており、区市の普及活動では旅行やダンスパーティーなどで会員

同志の親睦をはかり、研修会・講習会などではダンスの基本から技術の向上やストレッ

チ運動など体力の維持を目的に活動をしています。ダンススポーツが 2020 年東京オリ

ンピック新種目候補にノミネートされ、EDSF はじめ JBDF、車いすダンス連盟とも連

携し、JOC に対してプロモーション行動を行いましたが、残念ながら最終候補種目に残

りませんでした。しかし多くのマスコミにも取り上げて頂いたことはダンススポーツの

知名度向上になりました。今回ノミネートされたことでダンススポーツのオリンピック

参加の夢は現実の可能性が大きくなり、2020 年以降の開催地次第では実現の可能性が出

たと思います。今後は有望なジュニア選手の発掘と環境作りを目標に強い選手の育成に

力を入れて行きたいと思います。

本日は、創立 40 周年記念祝賀式に参加して頂きまして、本当に有難うございました。

ご　挨　拶

東京都ダンススポーツ連盟

小林　克実理事長

東京都ダンススポーツ連盟が、長い年月にわたり皆様の温かいご支援をいただきまし
て、ここに創立 40 周年を迎えることができましたことは感無量の思いであり、心から感
謝申し上げます。

創立当時を振り返ってみますと、昭和 51 年 9 月 19 日（日）に新宿コマダンス会館で、
第 1 回東京都ソシアルカップ大会を開催しましたが、これが社会人組織としての競技会の
始まりであり、本年 6 月 4 日（土）に開催された第 63 回東京都民ダンススポーツ大会に
至るまで、40 年の長期にわたり脈々と歴史を刻んできました。

東京都アマチュアダンス協会は、日本アマチュアダンス協会（JADA）の設立に先立
ち、建国記念日の昭和 52 年 2 月 11 日に設立宣言を行い、JADA の設立趣旨に倣い、名称
も「アマチュアダンス協会」としてスタートしました。爾来、東京都アマチュアダンス協
会は、身近な位置で JADA の活動を支えてきました。

東京都アマチュアダンス協会が、設立後最重要課題として取り組んだのが、区市単位の
組織化とその区市体協への加盟促進でした。また、東京都アマチュアダンス協会自らが、
最初に東京都体育協会に加盟申請を提出したのは昭和 62 年 6 月 13 日でしたが、区市の
体協加盟状況が不十分のため認められず、全国初の体協加盟は実現しませんでした。その
後、再度の申請で、平成 6 年 4 月 1 日にやっと東京都体育協会加盟が実現しました。

そして、何と言っても画期的なことは、東京都民ダンススポーツ大会と同日並列して開
催している都民体育大会春季大会の団体戦が、第 60 回大会（平 19.5.13）から、正式競技

「ダンススポーツ」になったことであります。
この都民体育大会春季大会は、主催が東京都、東京都体育協会であり、23 のスポーツ

正式競技について都内各地で開催され、区市対抗戦のかたちで最終総合得点を競うもので
あります。ダンススポーツにあっても、選ばれた選手は地元の名誉をかけ、対抗意識をむ
き出しにして戦います。区市単位での組織化、体協加盟が進展したことによって、ダンス
スポーツがこのように東京都の公式イベントに正式競技として参加することになった意義
は、極めて大きいことと思います。

ダンススポーツのこれからは、オリンピック参加、国体参加を目指すことに加え、他
ジャンルのダンスとのコラボレーション、健康志向への対応等、新しい時代を見据えた幅
広い活動が期待されております。

東京都ダンススポーツ連盟は、こうしたダンススポーツのすばらしさを次世代に継承し
て行くために、引き続き尽力していただくことを強く希望いたします。

本日ご臨席の皆様、東京都ダンススポーツ連盟をご支援していただいております皆様、
ありがとうございました。これからもよろしくお願い申し上げます。

都連盟 40 年を振り返って

東京都ダンススポーツ連盟

内山　雅允名誉会長

1110



1975（昭和50年）

	4／16　　
	
	5／	7

1976（昭和51年）

	2／21

	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	

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	

1986（昭和61年）

	2／23	
	4／13	

	7／13	

12／	7

1987（昭和62年）

	2／22	
	6／23	
	6／13	

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　
［サンケイ国際ホール］
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］

'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

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］

'79 10CUP 大会
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	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	

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／	

	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	

（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

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）初刊の配布
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1−32−2　宏栄ビル3F
'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］

東京都体育協会本加盟
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11／	5	

12／17
	

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	

	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	

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

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1−32−11
　恒信ビル603　専用電話番号：03（3779）1606
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

第 23 回 東京都民スポーツダンス大会

“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
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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	
	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	
	
	6／30〜7／1
	8／12	
	
	9／	9	
	9／24	
10／6	
11／3〜4
11／18	

11／23〜24

2002（平成14年）

	2／24　　
	3／10　

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	東京都民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
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］
　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］

内閣総理大臣賞
（団体戦）総合優勝

創立 25 周年記念祝賀会 役員一同

1918



	3／21	

	3／23〜24　

	5／18　　
	6／	2　
	7／6〜7　
	8／31　　　
	9／	1
	
	9／		8　　
10／	6　　
10／20　　
10／27　
11／	2
11／27　　

2003（平成15年）

	2／15　　
	3／22〜23　
	3／31　　
	5／18　　
	6／	1　　

	6／29　

	7／5〜6　
	7／12　　
	7／13　　
	9／14　
10／	5　

10／	6
10／26
11／	2
11／24

2004（平成16年）

	2／	1　
	2／6〜8

	3／	7　　

	3／	3　　
	5／	5　　

	9／	2
10／16　　
10／17　
10／17　
10／31　
11／	7　
11／14
12／

2005（平成17年）

	2／	1　　
	3／17　　
	3／19〜20　　

	3／23　　
	5／15　　
	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

	6／25
	9／10
10／14
		 	15
10／29

11／12
11／19

2007（平成19年）

	2／	5
	3／19

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に伴う規約変更
ロヂャース杯争奪第5回東京インターナショナルオープン選手権大会に協力
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］
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に協力
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］に協力
アメリカ版「シャル・ウィ・ダンス」試写会
定時総会
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［立川市柴崎市民体育館］
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［東京体育館］
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［駒沢体育館］
東京都ダンススポーツ連盟創立30周年祝賀式　650名参加［帝国ホテル］
平成18年度	都民生涯スポーツ大会・ダンススポーツ［駒沢体育館］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京 2006［東京体育館］
第26回	三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
第19回	全国健康福祉祭しずおか大会　ねんりんピック静岡2006
東部ブロック選手権大会　新潟県
第21回	国民文化祭やまぐち2006　山口県
第14回	都道府県対抗全国ダンススポーツ大会　兵庫県

第44回	都民ダンススポーツ大会を開催［立川市柴崎市民体育館］
ロヂャース杯争奪　第9回	東京インターナショナルオープン選手権

サマーダンスパーティ 2002

親睦研修旅行 in 大島

親睦研修旅行　｢ 頑張れ新潟 ｣
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	4／21
	5／13

	6／2〜3
	7／16
	9／	9
	9／16〜17
10／20
		 	21
10／28
10／29
11／	4
11/18

2008（平成20年）

	2／	3

	3／22〜23
	4／20

	5／17
	6／2〜3
	8／	2
	8／	3
	9／14
10／25
		 	26
10／26
11／	2
11／12
11／24

12／14

2009（平成21年）

	1／11
	2／	1

	3／	7
　　	8
	3／29
	5／16
	6／7

	6／20〜21
	9／13
10／10
		 	11
11／		1
11／15

2010（平成22年）

	2／	7

	3／	6
		 7
	3／21
	6／2〜3
	6／	7

	7／11

	9／	3
10／17
10／11
10／23
		 	24
11／	7
11／21

		2011（平成23年）

	1／	9
	2／	6

	3／11
	3／12〜13

	3／27

	4／	1
	5／21
	6／12

	7／10

	8／	6
	8／14

IDSF グランドスラム・スタンダード　IDSFグランドスラム・ラテン　幕張
定時総会
第60回	都民体育大会春季大会 ｢ダンススポーツ ｣区市町村対抗戦
「ダンススポーツ種目」が都民体育大会の正式種目になる
第45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］
親睦研修旅行	 伊香保温泉［ホテル天坊］
「新潟中越沖地震」(震度6強 )
平成19年度都民生涯スポーツ大会・ダンススポーツ［駒沢体育館］
　ダンススポーツフェスティバル	in	駒沢2007［駒沢体育館］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京2007［東京体育館］
第27回	三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
第22回	国民文化祭とくしま2007　徳島県
ねんりんピックいばらき2007　茨城県
第15回	都道府県対抗全国ダンススポーツ大会　秋田県
第9回	東部ブロック選手権大会　栃木県

第46回	都民ダンススポーツ大会を開催
第1回	東京都ジュニアダンススポーツ大会を開催［立川市柴崎市民体育館］
ロヂャース杯争奪　第10回	東京インターナショナルオープン選手権［東京体育館］
第61回	都民体育大会春季大会 ｢ダンススポーツ ｣区市町村対抗戦
第47回	都民ダンススポーツ大会［駒沢体育館］
定時総会
親睦研修旅行	 熱海温泉［ホテルニューアカオ］
第3回	オールジャパンジュニアダンススポーツカップ記念大会 in駒沢
第3回	オールジャパンジュニアダンススポーツカップ‘08	in	東京［駒沢体育館］
平成20年度	都民生涯スポーツ大会・ダンススポーツ［駒沢体育館］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京2008
第28回	三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
ねんりんピック	in	鹿児島2008　鹿児島県
第10回	東部ブロック選手権大会　神奈川県
第23回	国民文化祭・いばらき2008　茨城県
JDSF創立30周年・JOC加盟記念式典　IDSFグランドスラム
第16回	都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 (団体戦 )［高輪プリンスホテル］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京2008［新宿コズミックスポーツセンター］

JDSF新春大ダンスパーティ	 ［新宿コズミックスポーツセンター］
第48回	都民ダンススポーツ大会
第2回	東京都ジュニアダンススポーツ大会	［立川市柴崎市民体育館］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京オープン
ロヂャース杯争奪　第11回	東京インターナショナルオープン選手権［東京都体育館］
第1回	全日本学連OB/OGダンススポーツ競技会［新宿コズミックスポーツセンター］
定時総会　役員改選　居樹保朗が会長に就任　今泉清隆が理事長に就任
第62回	都民体育大会春季大会 ｢ダンススポーツ ｣区市町村対抗戦

第49回	都民ダンススポーツ大会	［駒沢体育館］
親睦研修旅行　北志賀高原［ホテルタガワ］
平成21年度	都民生涯スポーツ大会・ダンススポーツ	［駒沢体育館］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京 2009		
第 29回	三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会［東京体育館］
第17回	都道府県対抗全国ダンススポーツ大会　新潟県
第11回	東部ブロック選手権［新宿コズミックスポーツセンター］

		
第 50回	都民ダンススポーツ大会
第3回	東京都ジュニアダンススポーツ大会［立川市柴崎市民体育館］
ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン
ロヂャース杯争奪　第12回	東京インターナショナルオープン選手権［東京体育館］
第2回	全日本学連OB/OGダンススポーツ競技会［新宿コズミックスポーツセンター］
親睦研修旅行	 東京都［伊豆七島神津島］
第63回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第51回	都民ダンススポーツ大会［駒沢体育館］
平成22年度	第44回	東京都市町村総合体育大会に「ダンススポーツ競技」が初参加
「ダンススポーツ競技」市町村対抗戦［八王子市民体育館		分館体育館］
平成22年度	都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］
ねんりんピック	in	石川 2008	 石川県
第16回	アジア大会　日本代表選手壮行パーティ［京王プラザホテル］
ダンススポーツフェスティバル	in	東京 2010		
第 30回	三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
第18回	都道府県対抗全国ダンススポーツ大会　千葉県	
第 12回	東部ブロック選手権　茨城県

JDSF新春大ダンスパーティー［新宿コズミックスポーツセンター］
第52回	東京都民ダンススポーツ大会　―議長杯―
第4回	東京都ジュニアダンススポーツ大会［立川市柴崎市民体育館］　
［東日本大震災　最大震度7・マグニチュード9］
ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン　
ロヂャース杯争奪　第13回	東京インターナショナルオープン選手権
	［東京体育館］　(東日本大震災のため中止 )
第 3回全日本学生競技ダンス連盟OB／OGダンススポーツ競技会
(東日本大震災のため中止 )	
日本ダンススポーツ連盟の「公益社団法人化」成る
定時総会
第64回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第53回	東京都民ダンススポーツ大会　―都知事杯―［駒沢体育館］	
都連盟創立35周年祝賀式　京王プラザホテル　コンコードルーム　
500名参加	
第 45回東京都市町村総合体育大会ダンススポーツ大会　羽村市
第6回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ11in 大阪　大阪府守口市

2322



	9／10
	9／11
	9／18
10／16
11／13
11／20

2012（平成24年）

	1／	8
	2／	5

	3／10〜11

	3／25

	6／10
	
7／7〜8
	7／28
	7／29
	8／	5

	8／12
	9／16
10／14
10／27
10／28
11／　4
11／18

2013（平成25年）

	2／	3

	3／9〜10

	3／31

	6／	9

	6／29〜30
	7／13〜14
	8／11
	9／15

	9／29
10／	5
10／	6

10／14
10／26
11／17

2014（平成26年）

	1／	5
	2／	2

	3／	8
	3／	9
	3／23

	6／	8

	6／14〜15
	7／27
	7／27
	9／	7
10／	5
10／11
10／12
11／	9
11／30

2015（平成27年）

	2／	1

	3／	7

	3／	8
	6／	7

	7／	3〜5

　( 東日本大震災のため変更 )	
ダンススポーツフェスティバル in 東京 2011［東京体育館］
第31回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会	［東京体育館］
平成23年度都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］
ねんりんピック熊本2011　熊本県
第19回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 山口　山口県
第13回関東甲信越ブロック選手権大会　千葉県

JDSF新春大ダンスパーティー［有明スポーツセンター］
第54回	東京都民ダンススポーツ大会　―議長杯―
第5回	東京都ジュニアダンススポーツ大会［立川市柴崎市民体育館］　
第4回ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン［東京体育館］
ロヂャース杯争奪　第14回	東京インターナショナルオープン選手権
［東京体育館］
第4回全日本学生競技ダンス連盟OB／OGダンススポーツ競技会
［新宿コズミックスポーツセンター］
第65回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第55回	東京都民ダンススポーツ大会　―都知事杯―［駒沢体育館］	
親睦研修旅行　「東北応援交流ダンスツアー」
2012サマーダンスフェスティバル［駒沢体育館］
WDSF　PD　OPEN［駒沢体育館］
第46回東京都市町村総合体育大会ダンススポーツ大会
国民体育大会ダンススポーツ前年祭［立川市泉体育館］
第7回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ12		in 茨城　茨城県
平成24年度都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］
ねんりんピック宮城・仙台2012　宮城県
ダンススポーツフェスティバル in 東京 2012［駒沢体育館］
第32回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会［駒沢体育館］
第20回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 岐阜　岐阜県
第14回関東甲信越ブロック選手権大会　山梨県

第56回	東京都民ダンススポーツ大会　―議長杯―
第6回	東京都ジュニアダンススポーツ大会［立川市柴崎市民体育館］　
ロヂャース杯争奪　第15回	東京インターナショナルオープン選手権
［大田区総合体育館］
第5回全日本学生競技ダンス連盟OB／OG競技会
［新宿コズミックスポーツセンター］
第66回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第57回	東京都民ダンススポーツ大会　―都知事杯―［駒沢体育館］	
親睦研修旅行　「東北応援交流ダンスツアー」
第5回ダンススポーツフェスティバル in 東京［駒沢体育館］
第8回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ13in 千葉　千葉県
平成25年度都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］

ダンススポーツ交流会　in 三宅島

第28回国民文化祭ダンスフェスティバル　山梨県
第33回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
スポーツ祭東京2013　第68回国民体育大会デモンストレーション競技
「ダンススポーツ」［立川市柴崎市民体育館］
ねんりんピック宮城・仙台2012　宮城県
ダンスコレクション in 国技館2013［両国国技館］
第15回関東甲信越ブロック選手権大会　埼玉県

New	Year	Party［新宿コズミックスポーツセンター］	
第 58回	東京都民ダンススポーツ大会　―議長杯―
第7回	東京都ジュニアダンススポーツ大会［立川市柴崎市民体育館］　
第6回ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン［東京体育館］
ロヂャース杯争奪　第16回	東京オープンダンススポーツ選手権［東京体育館］
第6回全日本学生競技ダンス連盟OB／OG競技会
［新宿コズミックスポーツセンター］
第67回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第59回	東京都民ダンススポーツ大会　―都知事杯―［駒沢体育館］
親睦研修旅行　「犬吠埼・太陽の里」　千葉県
第47回東京都市町村総合体育大会ダンススポーツ大会［狛江市民総合体育館］
第9回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ14in 仙台　宮城県
平成26年度都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］
ねんりんピック栃木2014　栃木県
ダンススポーツフェスティバル in 東京 2014［東京体育館］
第34回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
第22回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 長崎　長崎県
第16回関東甲信越ブロック選手権大会　群馬県

第60回	東京都民ダンススポーツ大会　―議長杯―
第8回	東京都ジュニアダンススポーツ大会
［立川市柴崎市民体育館］　
第7回ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン
［東京体育館］
第17回	東京オープンダンススポーツ選手権［東京体育館］
第 68 回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第61回	東京都民ダンススポーツ大会　―都知事杯―
［駒沢体育館］
親睦研修旅行　三宅島

萩原組  スタンダード優勝・ラテン優勝
― 第 8 回 東京都ジュニアダンススポーツ大会 ―

グザー・太田組
都議長杯  A 級スタンダード優勝

― 第 60 回 東京都民ダンススポーツ大会 ―
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東京都　スタンダード優勝・ラテン優勝
― 第 17 回 関東甲信越ブロック選手権大会 ―

	7／19
	7／19
	9／20
10／10
10／11
10／18
11／	1

11／	8
11／	8

12／	5

2016（平成28年）

	2／	7

	3／	5
	3／	6
	4／14

	6／	4

	6／	5
	6／25

（予定）
	7／24
	9／18
10／	8
10／16
11／	6
11／13

第 48回東京都市町村総合体育大会ダンススポーツ大会［西東京市きらっと］
第10回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ15in 神奈川　藤沢市
平成27年度都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］
ダンススポーツフェスティバル in 東京 2015［東京体育館］
第36回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権［東京体育館］
第28回　ねんりんピック2015　山口県
第17回関東甲信越ブロック選手権大会　
長野県
第30回国民文化祭2015　鹿児島県
第23回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
in 和歌山　和歌山県
東京都ダンス交流パーティー［北区赤羽会館］

第62回	東京都民ダンススポーツ大会　―議長杯―
第9回	東京都ジュニアダンススポーツ大会［立川市柴崎市民体育館］　
第8回ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン［東京体育館］
JDSF創立40周年記念競技大会
熊本地震発生（4／16　最大震度7　マグニチュード7　2016DSグラン
プリ in 大分ほか九州地方での競技会が中止される）
東京都ダンススポーツ連盟では大会・行事での義援金募集・協力を呼びかける
第69回	都民体育大会春季大会「ダンススポーツ」区市町村対抗戦
第63回	東京都民ダンススポーツ大会　―都知事杯―［駒沢体育館］
第17回	東京オープンダンススポーツ選手権［駒沢体育館］
創立40周年記念祝賀式［京王プラザホテル］

第49回東京都市町村総合体育大会［エスフォルタアリーナ八王子］
平成28年度都民生涯スポーツ大会［駒沢体育館］
ダンススポーツフェスティバル　in	東京［東京体育館］
第29回ねんりんピック　長崎県
第18回関東甲信越ブロック選手権大会　新潟県
第24回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 岩手　岩手県
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・月4回サークル活動
・年1回ダンスパーティー開催
　（ダンス技術発表会） 
・年1回ダンス旅行（東京都連盟
　ダンス旅行参加又は会員親睦旅行）
・年数回親睦会

標語
「楽しく、美しく、正確に」
踊ることを目標にしています。

・中央ブロックパーティー
・生涯スポーツ大会への参加

標語
「いつまでも健康で若々しく！」

　港区ダンススポーツ連盟所属の唯一のサークルが港ダンススポーツクラブです。
　当クラブの前身は 30 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1986年5月に創立された国際社交ダンスクラブでした。
1991 年 5 月に東京都ダンススポーツ連盟に加盟し、その後、社交ダンスク
ラブの名称をダンススポーツクラブと変更することをきっかけに港ダンス
スポーツクラブと改名致しました。現在会員は 42 名でその半数は競技選手
です。年齢層は30代から70代と幅広く、若さと経験のお互いの長所をシェ
アしているサークルです。
　会員がダンスをする目的は健康増進やダンス競技など色々ですが、それ
ぞれレベルアップのため頑張って活動しております。又、会員の中には世
界大会シニア戦の選抜メンバーとして遠征している選手や競技支援システム
運用資格者や都連盟の
理事として連盟に貢献
している人達がいます。
　少人数の組織ではあり
ますがダンスを多くの
方々に楽しんで頂けるよ
う努力していきたいと
思います。

　平成９年に、有志６名で連盟発足について話し合い、中央区内の 10 数サークルへ
出向いて説明をして、６団体の加盟を得て「中央区ダンススポーツ連盟」が発足しま
した。当初は、自主練習をしていました。それは、平成 10 年夏より活動を開始した
頃です。その内、メンバーが増えてきたので、平成 11 年４月より、中央区内の教室
からプロ講師を招き、毎週水曜日、茅場町駅の近くにある阪本小学校の体育館で練習
会をするようになり、現在に至ります。
　毎年９月頃には、月島社会教育会館で、中央ブロックパーティーを開催しています。内
容はダンスタイムの他、ミキシング、トライアル、ゲーム、抽選会などです。
　生涯スポーツ大会にも毎年参加しています。練習会には、30 名程のメンバーが集
まりますが、選手として大会へ参加して下さる方を集める事に、毎年苦労していま
す。住所地や年令、服装など様々な制約があるので、該当者が限られていまい、又、
ラテンを踊って下さる方を探すのも一苦労です。例えばですが、選手の少ない市区が
手を組んで混合チームを作ると言うのは、いかがでしょうか。そんな事を考える位、
選手不足に困っています。

　その他の活動としては、ダンスフェスティバル in 東京や、東京イン
ター、三笠宮杯に役員として協力しています。役員をお願いする時は、皆さ
ん快く引き受けて下さる方ばかりなので、本当に感謝しています。それか
ら、中央区ダンススポーツ連盟に加盟のサークルのパーティーの時など、お
互いに参加しあい、和気あいあいとダンスを楽しんでいます。
　中央区の今後の課題は、団体戦に出場して下さる選手の方を探す事だと考
えています。

秋葉　良子

原田　賢一

港区ダンススポーツ連盟

中央区ダンススポーツ連盟

生涯スポーツ大会に出場

2015 年 4 月ダンスパーティー

　高校２年の春、靖国神社斜め前のダンスアカデミー（岡田真澄氏両親が経

営）を見学しました。一時期夢中になり学校をサボって通っていました。

暫くして、先生より「貴君は高校生でしょう。卒業又は、放課後にいらっ

しゃい。」と言われ、以後 60 歳の定年まで機会が無く、キャバレーにて、

マンボ、ジルバ、ブルース、スクエアマンボ等で楽しんでいました。千代田

区では、約 20 程のダンスサークルがあります。小中学校の体育館、役所出

張所の公民館でレッスン、パーティーを開催しています。初心者

ダンス講習会を夏季、秋季併せて７回、プロの指導にてレッスン

を行っています。加齢と共に腰痛で苦しんでいる方も増えてきま

した。背筋を伸ばして歩行、足はひきずらないように、ヒール、

トップを繰り返して歩行する。年に６回のダンスパーティーを開

催（その内、２回は生演奏）しています。

　最後になりましたが、東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年

おめでとうございます。心よりご祝辞を申し上げます。

大宮　久幸

千代田区アマチュアダンス協会

  凡　例：
  ・　主な活動やイベント
「 」 標語や団旗等のシンボル
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・区体育祭ダンススポーツ
　大会　毎年開催
・城北ブロック競技会
　随時開催
・車椅子ダンス　毎年参加
・加盟サークル親睦旅行
・都民大会　参加

ダンスパーティーで
お弁当、飲料の提供

東京都ダンススポーツ連盟創立40周年、おめでとうございます。墨田区ダンススポーツ連盟も
今年で25周年を迎えることになりました。前回帝国ホテルで30年行事にも参加させていただき
ました。あれから10年、アッという間でした。この10年の間に東京スカイツリーが完成し、人
の流れがずいぶん変わった感がいたします。
　ダンスを取り巻く環境も、近年著しく変わってきています。これは、よく言われる高齢化、
少子化の問題だけではないのではないか。第１に、サークル活動の低迷化、第２に、楽しめる
ダンスは何か、どのように会員を拡大し、楽しんで頂くかが求められています。第３に、新会
員の勧誘。職場の中堅にダンスを勧めても、仕事や、子供の学費や、諸経費で余裕がないと断
られます。ダンスは金が掛かるとの意見が多い。
これからの展望　ダンス愛好者が何を考え、何を求めているのか探ることが肝要です。年齢だ
けでなく、参加者に得をした感じを味わってもらえるように工夫をして、金銭的な余裕、楽し
み方の模索を検討することが重要になります。競技運営の中にも、年齢別、身長別、体重別（男

性の）項目を設定、スーパーグランドシニアも検討したいと思
います。
ダンス活動の発展のために　ダンスはお大尽様の物ではない。
天候に左右されず、老若男女が会せるスポーツはダンスしかな
いと考えます。ダンス人口を支える、根本的な人口の確保が重
要です。ダンスはアートかスポーツか、難しいことはともかく。
昔のことわざに、新しい酒は、新しい皮袋にと言います。新し
い組織に、新しい人。悩みは続きます。

　東京都ダンススポーツ連盟が創立40周年を迎えることが出来ました事をお喜び申し上げます。
　台東区ダンススポーツ連盟は53年に創立し、平成11年に区体育協会に加盟認可され現在活動
しています。参加サークル20団体がそれぞれ発表会を目指したり、競技会参加又会員同士の良
好なコミュニケーションを学ぶ等、活躍中です。平均年齢もシニア層が多くなりましたが、健康
と頭脳の能力維持に効果が有るとおもいます。又最近は小中学校の体育のカリキュラムにダンス
が取り入れられ生徒の体力の向上が見られ、特に女子のスタイル、立ち姿が著しく良くなったと
のことです。その上、ある学校で校歌をダンスミュージックにアレンジして生徒が踊った処、当
初、懸念されていた校長先生もその効果に驚かれたようで、その後、愛校精神がより一層高まっ
たとのことです。次に文化祭について、一昨年より舞台の部でキッズヒップホップダンスを発表
しておりますが、大変好評でミレニアムホールの客席が祖父母、ご両親他多数見学に来られ、満
席、立ち見もいっぱいという状態で大変盛り上がり、次年度以降も宜しくと言われました。
子供達からパワーを貰いこちらも元気になりました。
　次に車いすダンスにふれさせていただきます。当区では毎月２回、女性の会長さんはじめボラ
ンティアの方が多数参加して、練習会を行っています。又、５月には区民会館のホールで発表会
を開催しています。当日は、区長さんをはじめ、議員の先生方、役所の方々、ダンス連盟の会員、

一般の多数の参加者により盛大に行われています。
　とりとめもなく書きましたが、私ども台東区ダンススポーツ連盟の主旨
としては、老若男女、障害の有る人も健常者も共に相手を思いやる、心豊
かな社会を目指して頑張っています。
　又、現在のグローバル社会において、ダンスにより異文化とふれ合い、
国際的なマナーを学び、平和で幸せな世界を次世代に引き継ぎたいと思う
今日このごろです。

早川　文基

野澤　邦嘉

墨田区ダンススポーツ連盟

台東区ダンススポーツ連盟

これからのダンススポーツ

・10月に公式戦の開催

標語
「文京 ゴールド＆
　　　　ダイアモンド」

・認定会講習会
・区民総合体育大会
　ダンス競技会
・JDSF公認競技大会
・月例ダンスパーティー

　東京都ダンス連盟創立 40 周年まことにおめでとうございます。会長始め関係
役員の皆様の長年の努力に心から感謝申し上げます。
　文京区ＤＣ連盟は長年活動が活発でなく、特に競技への参加者も少なく個々
での活動でした。前会長の萩さんの大変なご努力と都連盟のバックアップのお
かげにて、文京区での競技会を行うことが出来ました。今年で 10 回目となりま
す。昨年より文京区の特別な配慮を得て正装（石付きドレス）で開催できたこ
とは大変な進歩です。運営については素晴らしい団体とのお褒めをいただきま
した。これは石川副会長の細かい計画と会員の会場係の見回りを徹底したこと
が大きいです。現在文京区は三サークル、会員数 39 名です。代表サークル、カ
ルチャーウィング文京は在籍者 60 名、選手登録 20 名、毎週木曜日夜、シビッ

クセンターにてダンスの上達を願いひたす
らシャドウや踊り込みを行いさわやかな汗
を流しております。
　今後も年齢を重ねていきますがいつまで
もスポーツとして、身体の強化、老化防止
を目指し、都連盟に協力していきたと思っ
ています。

　当連盟は平成 28 年 1 月現在、13 サークル会員数約 280 名で 10 年前より
120 名減少致しました。連盟創立前から 33 年以上継続しているサークルから平
成 23 年東日本大震災の年に結成されたサークルまで多種多様です。その後は会
場確保が難しく新しいサークルを結成する事が出来ません。
　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『入門講座』、7月開
講『認定会講習会グレードコース』、10月開講『認定会講習会ハイグレードコース』、
1月開講『上級講座』を各々3月間かけて、ダンススポーツの普及活動として積極
的に取り組んでいます。認定会講習会においては本年度初めてハイグレードコース
の講習会を実施し12月にグレードコース、ハイグレードコースの認定試験を行い
ました。その他11月には区民総合体育大会ダンス競技会、3月にはJDSF公認競
技大会を開催、また会員相互の親睦をはかるために月例のダンスパーティーを行っ
ております。創立以来毎年チャリティダンスパーティーを開催し、収益を社会福
祉法人新宿区社会福祉協議会に寄対しておりましたところ、平成 26 年度に社会
福祉法人東京都社会福祉協議会より感謝状を頂きました。
　今後ますます高齢化が進む中で、会員がダンスを愛し踊り続けることで生き
がいをみいだし、健康を維持し、ダンススポーツ普及発展と共に地域社会に寄
与できればと思っております。

佐野　八重子

今泉　清隆

文京区ダンススポーツ連盟

新宿区ダンススポーツ連盟
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・平成28年５月22日
  「第28回世田谷区ダンス

スポーツ連盟」
・区民のための「初心者ダンス

講習会」（５月、10月予定）
・選挙のためのシェア練習会
  （連盟ＨＰに日程掲載）
・「ダンスフェスティバル2016」
　11月23日　成城ホール

・冬（1月）／夏（8月）
  大田区ダンススポーツ大会
・春（4月）／秋（11月）
  大田区ダンススポーツ連盟
  パーティー
・体育の日　大田区スポーツ祭り 
 （大田区体育協会主催行事）

黄色のウインドブレーカー

　東京都ダンススポーツ連盟創立40周年おめでとうございます。

世田谷区ダンススポーツ連盟は昭和51年に区内27サークルが団結してダンス普及と

発展を目的に発足し30年になります。連盟設立には当時JADA故山口繁雄氏にご尽力

とご指導があった事を思い出します。

　昨年の第 27 回大会までに回を重ね延べ 5444 組、１万人以上の選手が当区体育

館で熱戦を繰り広げて来た事に感無量の思いです。

現在 17 サークルが加盟し運営されており会員一同一致団結して普及発展の活動を

しています。ダンス界発展のために当連盟は世田谷区議会に「風営法の見直し」の

陳上をし、国に意見書を提出したり、ダンス講習会を 27 年間継続し 766 回、延べ

４万６千人余りの受講者からは多くの選手が育って行きました。

　昨年の都民大会団体戦では準優勝をする成果をあげました。当連盟

ではシェア練習会を開催し会場費を割り勘にして安く選手が練習出来

るように支援しています。

　これからもダンス界発展のため普及活動に努めて行きますのでご指

導ご協力の程お願い申し上げます。

　東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年おめでとうございます。私ども大田区連

盟は平成 5 年設立、今年 23 周年を迎えます。都連盟以下、都内各区市連盟ととも

に歩んでまいりました。先達のご苦労と都連盟・各区市のご指導・ご協力に深く感

謝申し上げます。

　大田区は現在、都内でも有数の規模の連盟に発展し、なかでも都民大会区市対抗

団体戦では毎年優勝の栄冠を手にし、本年は正式種目として初の 6 連覇に挑戦して

います。高齢化による会員減少はあるものの、会員数・選手数は屈指の規模で、幅

広い世代の会員、厚い層の選手に支えられ、地域に根差した健全な活動を行ってお

ります。年 2 回開催の競技会と同じく 2 回開催のパーティーには多くの

会員から「大田区のイベントは楽しみにしている」との声をいただいて

おります。

　都連盟には、今後予想される幾多の困難に前向きに対応し、都内及び

全国の連盟を牽引する役割を全うしていただきますよう切に願います。

私ども大田区も微力ながら力を尽くす所存です。

石井　健

小山　明（平成28年5月16日逝去）

世田谷区ダンススポーツ連盟

大田区ダンススポーツ連盟

都民大会 5 連覇の歓喜！

・春季品川区区民ダンス大会＆
　品川区ダンススポーツ大会
・秋季品川区民ダンス大会
・チャリティーダンスパーティー
・サンデーフェスティバル
　ダンスパーティー

ユニホームの色はオレンジ色
　大会、団体戦等で着用
合言葉は「継続」

・春季：江東区ダンススポーツ
　　　　      大会（公認競技会）
・秋季：区民体育大会　ダンス
　　　　      スポーツ大会
・隔月：初級講習会および親睦
　　　　      ダンスパーティー
・隔年：親睦ダンス旅行

　東京都ダンススポーツ連盟　創立40周年祝賀式開催おめでとうございます。
　品川区ダンススポーツ連盟の4大イベントは、①春季品川区区民ダンス大会
＆品川区ダンススポーツ大会、②秋季品川区民ダンス大会、③チャリティーダ
ンスパーティー、④サンデーフェスティバルダンスパーティー、⑤春の東京都
民団体戦への選手派遣、⑥秋の生涯スポーツダンス大会団体戦への選手派遣で
す。
　我が連盟のユニホームの色はオレンジ色です。遠くにいてもすぐわかる色で
す。大会、団体戦等で着用しています。
　2016年度現在、品川ダンススポーツ連盟は、10サークル、会員数132名で
活動しています。年々会員の高年齢化減少に苦慮しています。
　そこで品川ダンススポーツ連盟の合言葉は「継続」です。会員の健康の継
続、サークルの仲間の継続、各サークル同士の交流（チャリティー＆サンデー
パーティー等を開催）を通しての継続が、会員のダンスの継続に繋がると考え
ています。私見ですが、オリンピック関連は、サッカーのようにアンダー23
とし、我々会員はそのサポートにまわり、我々は自分自身の身の丈にあったフ
ロアーでダンスを楽しんでダンスライフの継続をはかっていきたいと思います。

　昭和 57 年 11 月８団体により江東区アマチュアダンス連盟創立。平成３年１月江東
区アマチュアダンス協会新発足。以来、ダンスパーティー、講習会、旅行会、競技会
等、地域愛好家や会員と共にダンスを通じて様々な触れ合いの場を作ってきました。
平成７年７月区体育協会加盟。平成 13 年５月 27 日 10 周年記念行事執行。平成 14 年
江東区ダンススポーツ連盟に改称。平成 22 年連盟創立時からの高橋清佑理事長勇退、
津野光昭 2 代目理事長就任。
　平成 23 年第 20 回江東区ダンススポーツ大会終了５日後の３月 11 日、東日本大震
災発生。会員全員で救援募金活動開始。隔月例の初級講習会、親睦パーティーを救援
チャリティーダンスパーティーに変更、収益金を急ぎ被災地に送金。５月 15 日 20 周
年記念式典予定通り執行。削減経費救援金とする。10 月５日区民ダンス大会震災復興
支援大会として実施。平成 25 年 10 月 25 日第 68 回国体デモンストレーションダンス

スポーツ大会団体戦「江東鶴亀ズ」優勝。
　今後ともダンスを通じて地域社会の貢献に努めると同
時に連盟の組織強化、会員拡大を図り、東京都ダンスス
ポーツ連盟、日本ダンススポーツ連盟との連携を保ちな
がらアマチュアダンスの更なる発展に努力する所存です。

彦坂　秀治郎

津野　光昭

品川区ダンススポーツ連盟

江東区ダンススポーツ連盟
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・豊島区ダンススポーツ大会　
   5月
・豊島区民体育大会・
   区長杯争奪サークル対抗戦
   9月
・種目別選手権大会　11月
・春季・秋季初心者講習会
   6月、10月

ブルゾンは蛍光イエロー

・ダンススポーツ初心者講習会
・ダンススポーツシニア体験会
・連盟ダンスパーティ
・区民体育祭ダンススポーツ大会
・DSCJ公認ダンススポーツ大会
・シニアチャレンジダンス

スポーツ教室
・体育の日生バンドダンスパーティ
・セシオン祭りダンスパーティ

　豊島区は平成５年豊島区アマチュアスポーツダンス協会が設立され、豊

島区ダンススポーツ協会を経て平成 25 年現在の豊島区ダンススポーツ連

盟に至っております。平成 6 年に第 1 回目の競技会が開催され今年で第 38

回目を迎えます。他区からの応援もいただき開催できることをありがたく

思っております。

　去る 2 月 14 日には初めての催しとして豊島区シニアスポーツ振興事業

『豊島区民ダンスの集い』というダンスパーティーを開催しました。当連盟

の会員数は少なく、どれくらいの参加者が見込まれるか心配しましたが区

の広報掲載、区内のサークルに声掛けをしたお陰もあってか盛会のうちに

終了することができました。東京都に紹介していただいたシニア選手権代

表高杉耕一・綾子組を講師に迎えたレクチャーも

好評で、得ることの多い内容でした。地元区内の

ダンス愛好家や他サークルとの交流を深めていく

ことも大切なことと感じました。

　東京都ダンススポーツ連盟の 40 周年を迎えられましたこと、おめでと

うございます。杉並区は、昭和 62 年 9 月故山口繁雄氏のご尽力により名

誉会長　粕谷茂氏（元衆議院議員）で杉並区アマチュアダンス協会（現杉

並区ダンススポーツ連盟）を設立、東京都アマチュアダンス協会（現東京

都ダンススポーツ連盟）の傘下団体として認可され、同時に杉並区体育協

会にも加盟し地域スポーツ団体としての活動を開始しました、翌年 5 月第

１回ダンススポーツ大会を開催して現在 31 回の歴史を重ねております。

　当連盟の年間事業として DSCJ ダンススポーツ大会、杉並区民体育祭ダ

ンススポーツ大会、ダンスパーティを主催しサークル間の交流、会員のレ

ベル向上を推進しております。またダンススポーツのすそ野

を広げるため、初心者講習会で音楽に合わせて踊る楽しさ、

健康増進に役立つ生涯スポーツとしての普及に努めており、

多くの方が仲間に入れるような連盟づくりを目指しておりま

す、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

西倉　早余

国定　利光

豊島区ダンススポーツ連盟

杉並区ダンススポーツ連盟

『豊島区民ダンスの集い』

・春季（4月）・秋季（９月）
  ＤＳ大会（チームマッチ戦・
  パーティー）
・ＤＳＣＪ公認競技会（12
月）
・代官山いきいきダンス
  ライフ講習会（毎週木曜日）

　「東京都ダンススポーツ連盟 40 周年」おめでとうございます。
東京都ダンススポーツ連盟の事務所は今の事務所に移る前、長い期間中野
区にありました。派遣理事会も中野で開催されていて各区市町村の派遣理
事の方が来られていました。
　中野区には有名な中野サンプラザ、ブロードウェイがあります。春に
は「桜まつり」があり中野駅北口から哲学堂までの中野通りは桜並木で提
灯がずらっと夜は点灯され夜桜も楽しめ、新井薬師公園には舞台が作られ
様々な催しが行われます。
　中野区ダンス連盟は体育協会に加盟しており、４月に「中野区ダンスス
ポーツ大会」、10 月体育の日には無料の「区民ダンスフェスティバル」を開

催しています。大学が３校開校、某ビール会社の本社
が移転などこの数年発展してきており昼間の人口が増
えています。ダンス人口も増えて行けばいいなと思っ
ております。
　ダンスは趣味としても健康のため親交のためボケ防
止のため好いことずくめ、ダンスを踊り続け東京都ダ
ンススポーツ連盟の 40 周年の次 45 周年も共に迎えた
いです。

　当連盟は昭和 61 年 10 月に「渋谷区アマチュアダンス連盟」として発足。
その後、多くのダンス愛好者や緒先輩、渋谷区などのご支援をいただき本
年、創立 30 周年を迎えることになりました。平成元年５月に渋谷区体育協
会への加盟が認められ、同年 10 月には第１回渋谷区スポーツダンス大会を
幡ヶ谷区民会館において開催しました。平成７年 12 月に第１回東京城南ブ
ロック大会を開催、平成 15 年には団体名を「渋谷区ダンススポーツ連盟」
に改称し現在に至っています。
　主たる事業は（一社）渋谷区体育協会とともに主催の春季・秋季ダンスス
ポーツ大会、連盟主催のＤＳＣＪ公認競技会の開催、そして渋谷区教育委員
会と共催の「代官山いきいきダンスライフ」講習会も大変好評です。平成 25

年２月には風営法改正（昨年改正法成立）のため渋谷区議会から
国会等への意見書を提出、文化の発信地“しぶや”から変えてい
こうと渋谷区議会議員全員の賛成を得ました。これからもダンス
を通して多くの方々と交流し、趣味として、生涯スポーツとし
て、そして将来は国体・オリンピックの種目となるようダンスス
ポーツの普及発展に努めていきたいと思います。

森田　晃好

高橋　信夫

中野区ダンススポーツ連盟

渋谷区ダンススポーツ連盟

平成２７年秋季ＤＳ大会（藤井・吉川組と）
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・都民体育大会への参加
・練馬区民体育大会、
　ダンススポーツ競技会の主管
・区および区体育協会主催の
　行事への参加協力
・自主練習会の開催

　平成元年、アマチュアダンス協会として発足、東京都連盟に平成２年に

加盟しました。地域での活動が認められ、平成６年に体育協会に加盟。平

成８年以降、区民体育大会の種目としてのダンススポーツを実施している。

　区内では愛好者は年齢も高く、社交ダンスとしての活動サークルが多

い、選手登録している会員の半数以上が区外の会員である。

　区民が多く参加できる、新たにダンスを始めたい人達が、気軽に参加で

きる組織作りに努力していきたい。

創立40周年おめでとうございます。
　私がダンスを始めたのは、19歳の時、兄と一緒に習い始めました。結婚後はしばらく
止めて34歳の時、近所のサークルに参加し、その後、私自身も先生を迎え、サークルを
立ち上げました。
　最初は皆で楽しく踊っていましたが、競技の世界を知り、競技会のお手伝いをする様
になりました。初級戦、中級戦、その後ランキング戦に変わり、サークルの仲間も６級
をはじめ、Ｄ級、Ｃ級と挑戦する様になり、一生懸命踊っていました。社交ダンスはプ
ロにレッスンを受けると月に５万円〜10万円程度掛かり、ランキングの差ができサーク
ルが纏まらなくなり、それぞれが独立してサークルを立ち上げる様になりました。女性
は上手な方を求め、初級クラスの男性と踊りたがらなくなり、上手な方の居るフリーダ
ンスに遊びに行くようになります。ダンスは直ぐ上手になりません。初心者を育てるの
は難しいです。募集しても60〜80歳代の方が来ます。男性の方は特に培ったプライド

を捨て覚えていくのは大変です。30歳代、40歳代等の若い世代に
興味を持たせるのが課題です。ダンス人口を増やし、そして選手を
増やして行かなければ発展につながりません。
　今年、板橋区アマチュアダンス協会では、ジュニアを育てる計画
を発信しました。それを受け東京都ダンス連盟も協力して頂ける事
になりました。マナーを守って楽しくダンスが出来る様に進めて行
きたいです。皆様の協力の下に頑張って行きます。

石川　隆史

高橋　綾乃

練馬区ダンススポーツ連盟

板橋区アマチュアダンス協会

体育協会主催シニア事業、ダンススポーツ教室

・春、秋の東京都ＤＳ連盟
　主催の団体戦に参加
・夏に荒川区ＤＳ連盟主催
　のダンスパーテイを開催。
　冬に会員だけの1年間の
　成果の発表会を開催。

標語
「楽しいところに人は集まる」
「苦しいことも楽しもう」

・新春パーティー
・初心者講習会
・北区主催ダンススポーツ
   大会（DSCJ）
・研修旅行

　この度は創立40周年おめでとうございます。
　荒川区ＤＳ連盟は競技会参加を目的にスタートして6年。活動をしっかり始めて
4年になります。会員全員が競技選手で毎週金曜日、土曜日と練習しています。
　春、秋の東京都DS連盟主催の団体戦も３年前から参加させてもらいました。最
初は人集めに苦労しましたが、去年秋の団体戦はなんと35組中11位と大躍進でき
ました。
今年はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ級とアルファベット級の選手がではじめました。またスタン
ダードだけではなくラテンにも積極的に取り組んでいます。ただ、年齢がいってい
る選手が多いため、①無理はしない、②無駄な動きはしない、③決勝に行ける体力
をつける④楽しく練習する、を目標としています。ダンススポーツは奥が深い。考
えれば考えるほど、基本の大切さに行き着きます。表現したいと感じれば、いくつ

になっても踊りは変われるはずです。荒川区ＤＳ連盟は一
生懸命そして丁寧に取り組んでいます。
　ただ、会員数が少ないため、今後は人数を増やし、後に
続く人を皆で育んでいきたい。
今年は、荒川体育協会にも加盟してダンススポーツを知ら
ない人にも見ていただき、知ってもらう機会を増やしたい
と頑張っていきます。

　平成元年に創立された北区ダンススポーツ連盟は、今年 28 年目を迎えま
す。この間公益（財）北区体育協会、東京都ダンススポーツ連盟に加盟、
着実に発展してきました。
　現在14サークルが加盟、区内区民センターを中心に活動しております。連
盟内に会員サービス部、普及部、競技部が置かれ各部主催で親睦パーティー
旅行、講習会及び競技会等の活動を行って
います。
　10 年ごとに周年行事を行っており２年後
30 周年の節目にあたり、今年からその準備
にかかる予定です。
　ダンス人口減少を抑えるべく改めて講習
会等、活動を通じ当連盟の発展拡大を求め
て考えて行く所存です。
　結びに東京都ダンススポーツ連盟の益々
の発展を祈念し創立 40 周年をお祝い申し
上げます。

鈴木　喜美江

殿塚　弘

荒川区ダンススポーツ連盟

北区ダンススポーツ連盟

団体行進
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毎年２月第１週開催の東京都民
大会・会場 柴崎市民体育館
毎年４月29日開催の多摩中央
ブロック大会 泉市民体育館
毎年７月第１週開催の立川ダン
ススポーツフェスティバル
市主催連盟主管市民体育大会
「ダンススポーツ大会」泉体育
館第２体育室

団旗

　東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年を迎えましたこと皆様と共にお祝い出
来ますことに大変嬉しく心からお祝い申し上げます。
私ごとになりますが「光陰矢の如し」と昔の例えで云われますが本当に早いも
のです。
　昭和 20 年敗戦後、欧米の生活様式が紹介されるようになり中学の恩師にブ
ルースの手解きを受けたのが始まり。学生のサークルで二年ほど習い後年 40 才
を過ぎて再度ダンスに巡り会った時、若い時の習いが大変助けになり活動を続
ける元になりました。ＮＨＫテレビのダンス講座、そして「あなたの街でレッ
ツダンス」立川市泉市民体育館でフォーメーション等収録、全国放映、それが
爆発的人気でサークル会員が急増、小学校の体育館でのレッスンを２分するほ
どでした。
　現在立川市では２月第１週の都民大会、４月 29 日「昭和の日」の多摩中央ブ
ロック大会、７月第１週の「立川ダンスフェスティバル」、１１月第２週目の市
民体育大会ダンススポーツ大会、その他、5 月「スポレクフェスタ立川」、９月
都体協主催連盟主管による「ジュニアダンスス
ポーツ大会」その他連盟主催、各サークル主催の
パーティー等があります。本年 21 サークル 380
名を越す会員登録、選手登録も昨年末の更新時よ
り多い 85 名を数えるようになりました。10 年
前に活動始めたジュニアサークルから２名のＡ級
選手が誕生した事は私にとって大変嬉しい事です。
　これからも皆さんとダンスの普及に取り組んで
行きたいと思っております。

　東京都ダンススポーツ連盟 40 周年記念おめでとうございます。
　私はダンススポーツに関しては全くの無知でありましたが、区民大会等
を観戦している内に、大変奥の深いスポーツである事に気付き、大会毎に
興味が深まって参りました。「百聞は一見にしかず」と申しますが、多くの
皆様方は長年培われた知識と経験で対応されている様です。
　我が江戸川区の連盟も長年の歴史と実績を刻んで参りました。その間、
５年毎の節目には周年記念祝賀会を開いています。そして今年、平成 28 年
の秋には創立 35 周年の記念式典の開催を計画しています。
　最近は、どこの区市に於いても会員の高齢化により、ダンス人口が減少

しつつあります。我が江戸川区に於いても、大会時には参加人
数が年々減少しております。しかし私はこの高齢化社会を乗り
越えて行くには、健康増進の為にダンススポーツの需要が求め
られて来るものと考えています。
　ここに東京都ダンススポーツ連盟の 40 周年記念をお祝い申
し上げますと共に、ますますのご発展を心よりご祈念申し上げ
ます。

稲田　義四干

佐々木　暁雄

立川市ダンススポーツ連盟

江戸川区ダンススポーツ連盟

第 1 回春季都民大ダンスパーティ

・年1回、競技会を開催
・年２回、ダンスパーティーを主催
　また春と秋に体育協会主催の
　無料ダンスパーティーをサポート
・区の依頼を受け、公共施設
　の体育館を練習場として
　開放しその管理運営を担当

標語
「エンジョイスポーツ　
　　　エンジョイダンス」
「地域と共に躍進する
　葛飾区ダンススポーツ連盟」

・講習会＆チャリティ
　　　　ダンスパーティ
・ダンス大会
・足立区民ダンススポーツ大会

団体旗
前会長のデザインによるカップ
ルをかたどったシンボルがつい
ています

　東京都ダンススポーツ連盟が創立 40 周年を迎えられましたことを心よりお祝い申し
上げます。前身であるJADAの時代から役員を務めてこられた先輩諸氏の努力により、
今日の東京都ダンススポーツ連盟が発展したことに敬意を表したいと思います。
　我々葛飾区ダンススポーツ連盟も JADA 発足当時から加盟し、早や 37 年が過ぎよう
としています。競技会開催するには体育協会加盟団体でなければならなかったため、
葛飾区体育協会に加盟し、第１回葛飾区ダンス競技大会を実施したのが平成７年のこ
とでした。
　当時は採点管理を手書きで行い、大変な思いをしましたが、今は懐かしく思い出さ
れます。またパソコンシステムとなってからもオペレーターが区内におらず、他区の
方々にお願いし、競技会を実施してまいりました。その方々には心より御礼申し上げ
たいと存じます。
そして司会者も数年間は他区の
方にお願いしていましたが、今
年度よりオペレーター、司会者
共々当連盟内にて実行できるよう
になりました。また地域活動とし
て、春と秋の区主催の体育祭には、
ダンス講習会・ダンスパーティーを
行い、ダンスの輪を広げるべく、役
員一同活動しているところです。

　当連盟は、昭和62年頃に単独サークルで都の理事会に参加していました。
平成2年には都連盟に正式に加盟しました。次第に所属サークルが増え、一時
会員数も350名を超えることとなりました。紆余曲折がありましたが、区民
体育大会と都民体育大会の予選会を開催することを条件に平成12年に足立区
体育協会に正式加盟致しました。名称も「足立区ダンススポーツ連盟」に変更
し、今年で16回を迎えた足立区民DS大会の予選会で選出された団体戦の選
手により、平成18年と20年の都民体育大会春季大会では第一位と2回の優
勝経験があります。
　連盟の主な活動としては、会員の技術向上を目指す講習会＆チャリティダンス
パーティを夏に開催し、ダンススポーツの普及を目的として秋にダンス大会を

行っています。そしてダンススポーツ大会を毎年2月に足立区
総合スポーツセンターにて開催しています。生涯スポーツ大会
にも毎年参加しています。
　会員数の減少が悩みではありますが、ダンススポーツの楽
しさ、生涯スポーツとしての最適であることをシニアの方々
に普及していくことを目標とし、役員、会員で頑張っていま
す。

平井　靖敏

小船　和利

葛飾区ダンススポーツ連盟

足立区ダンススポーツ連盟
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・ 1月4日　新春ダンスパーティー
・ 3月3週日曜日　
　小平市ダンススポーツ大会
・ 7月1週日曜日　
　サマーダンスパーティー
・ 9月4週日曜日　
チャリティーダンスパーティー。
収益金を交通遺児育英基金に
寄贈、市より感謝状を授与。

・12月初め市民ふれあいダンスパー
ティー 10時～ 17時を無料で
　開催

　小平市にダンス連盟の前身であるサークルが誕生したのはかれこれ40年前
になります。適度に身体を動かす大人のスポーツとして皆こよなくダンスを愛
していました。
　初心者講習会には毎回 100 人以上が集まり私達もその中にいました。毎週
サークルが終わると近くのファミレスに集まりダンス談義に花を咲かせたもので
した。時代の流れと共に競技会やパーティー等が盛んになり、いくつかのサーク
ルが集まりダンス連盟を立ち上げたのは28年前です。仲間も増え各地域との連
携も密になり、日本ダンス連盟・東京都ダンス連盟の事業にも協力し小平市体育
協会にも加盟しました。
　小平市ではまだスポーツとしての理解がうすいですが様々な実績をつみ重ね
て役員一同努力をしています。ダンス人口の高齢化、それに少しでも対応出
来、又、子供達にダンスの楽しさ
をあじあわせたく役員が資格をと
り“キッズこげら”を8年前に立
ち上げました。現在は子供達の事
情で小休止していますが。

　創立 40 周年記念誠におめでとうございます。記念すべき日に、ダンス愛
好者として立ち合わせて頂く光栄を幸せに思います。
　私たち国分寺市ダンススポーツ連盟は、1990 年（平成２年）４月に発足
し翌年、元 JDSF 選手登録管理副部長（都登録管理部長）の谷口俊夫氏を
中心に発起人として、日本アマチュアダンス協会（JADA）現 JDSF に正式
加盟し今日に至っています。当日の連盟規約によりますと、その目的に「健
全なアマチュアダンスの振興及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アマチュアダンスに関
する諸団体相互の融和を図る事を目的とする。」（一部省略）とあります。

2007 年（平成 19 年）谷口氏の思い出録によれば、設立ま
での並々ならぬ苦労が記載されています。私達は、その崇高
な精神を引き継ぐべき立場にあります。
　高齢化が進む中、ダンススポーツが生涯スポーツとして、
より身近に親しまれるよう市民体育大会へ積極的に参加協力
しています。

藤尾　香津恵

竹本　勇

小平市ダンススポーツ連盟

国分寺市ダンススポーツ連盟

・東京都市町村総合体育大会参加
・都民生涯スポーツ大会参加
・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
・昭島市ダンススポーツ連盟
　主催の「初夏のダンススポ
　ーツの集い」を開催

　東京都ダンススポーツ連盟が創立40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、日野市ダンススポーツ連盟を代表しまして、心よりお慶び申し上

げます。

　日野市ダンススポーツ連盟は、平成2年7月に発足し、翌3年３月に東京都アマ

チュアダンス協会に加盟、その後、平成10年4月には、日野市体育協会に加盟し

今日に至っております。現在の主要な年間活動は、毎月の理事会の他、１月　新春

パーティー、５月　春季パーティー、７月　サマーパーティー、９月　市民ダンス

の集い、11月　秋季パーティーの他、市体育協会の各行事や、生涯スポーツ並びに

市町村の団体対抗戦への参加などがありますが、役員、会員一同

役割を分担し、楽しみながら頑張っております。

　これからも、東京都ダンススポーツ連盟の活動に協力しなが

ら、地域社会と一体になって、日野市民の健康維持、増進に少し

でも貢献出来るよう、頑張って参りたいと考えております。

これからも、ダンスを通して、多くの方々との繋がりを大切にし

て行きたいと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。

　東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年おめでとうございます。心よりお慶び
申し上げます。今後とも、貴連盟の益々のご発展を祈念いたしております。
　さて、私たち昭島ダンススポーツ連盟は昭和 55 年、趣旨に賛同した 6 サーク
ルが昭島市ダンススポーツ連盟を設立し正式に発足しました。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も
加盟し、昭島市文化協会主管の文化祭に積極的に参加し、又、ダンスパーテイを
開催してきました。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を変更し、平成７年まで毎年スポーツダンス競技会を
開催してきました。
　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
しています。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
に至っております。
　これからも、東京都ダンススポーツ
連盟の発展のために微力ながら頑張っ
ていきたいと思っております。

衛藤　高実

百瀬　勝

日野市ダンススポーツ連盟

昭島市ダンススポーツ連盟

日野市体育大会閉会式アトラクションふれあいホール　
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・武蔵野市新春ダンススポーツ
　大会（毎年１月）
・春季市民体育大会（毎年４月、
　ミニコンペ等）
・秋季市民体育祭（毎年10月、
　ミニコンペ、サークル発表会等）
・月例ダンスの集い（毎月第２日曜日、
　講習会、トライアル等）
・ソシアルダンス初級教室Ⅰ～Ⅳ
　（３ヵ月単位で年４回）
・ソシアルダンス中級教室Ⅰ～Ⅳ
　（３ヵ月単位で年４回）
・武蔵野市が主催するダンス講座
　に講師派遣

標語１　「ダンスは明るく、楽しく、
　　　　　　　　　　　　美しく」
標語２　「合言葉は継続！」

・会報誌「舞帝夢」（マイタイム）の発行
・450坪のフロアでのダンス
　　　　　パーティー
・初心者講習会
・一泊ダンスバス旅行

標語
「東久留米のダンスは一つ」

　東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年おめでとうございます。我が武蔵野市ダン
ススポーツ連盟も、来年で創立 30 周年を迎えます。当連盟は組織化される４年も前
から、都連盟に加盟し今日に至っております。
　この長きに亘るお付き合いを振り返るに、数々の思い出が脳裏を横切ります。当市
の先代会長故藤崎松代先生が当時の東京都アマチュアダンス協会の副会長として活動
し、該協会の発展に貢献されていました。まだ 40 そこそこの若輩者の私は、藤崎先
生に連れられて都連の役員方と接する機会を得ることが出来ました。山口繁雄会長、
倉持嘉治理事長、亀井敏本部長をはじめとする当時のお役職の皆様には本当にお世話
になり感謝に堪えません。
　あれから 30 年弱の月日が流れ、ダンスを取り巻く環境も大幅に変化してまいり
ましたが、武蔵野市は TDSF と共に、否、おんぶにだっこになりっぱなしになりな
がら歩んでまいりました。今日我々がダンス活動を何支障なく出来るのはひとえに
JDSF 並びに TDSF があるからであり、そ
の恩恵は計り知れないものがあります。役
員様方のご苦労は常々お察しいたしており
ます。これからもご活躍をご期待いたしま
すとともに、ご指導の程よろしくお願いた
します。

　当連盟は1986年（昭和61年）11月1日に5サークル・会員数約250名で
発足した。その後、加盟は8サークルまで行ったが現在は4サークル。
　1987年、東久留米市体育協会に加盟した。都民体育大会、市町村総合体育
大会などの出場要請が受けて、当連盟も応えてきた。市民文化祭でダンスパー
ティーを開催するので、東久留米市文化協会との連携もしている。当連盟の名
称を2012年に「東久留米市社交ダンス連盟」から「東久留米市ダンス連盟」に
変更した。規約変更の際、社交ダンスパーティーとともにダンススポーツも行う
ように活動体制を整えてきた。
　主な活動は、年5回のダンスパーティー主催、ダンススポーツフェスティ

バル、1泊ダンス旅行、初心者講習会などである。10年ほど前に
ジュニア育成のとりくみも行った。東京都ダンススポーツ連盟には
2011年に加盟し、現在、認定サークルは3団体。2016年に連盟
創立30周年を迎える。ダンスの魅力、ダンスサークルで練習する
楽しみ、サークルが連盟に加盟して交流・連帯しながらダンスを発
展させる意味など、地域の人たちと考えて行きたい。

島森　壽一

西垣内　義則

武蔵野市ダンススポーツ連盟

東久留米市ダンス連盟

標語
「ダンスを生涯スポーツ
として楽しもう！」

沿革　当協会は平成 28 年 10 月に、設立 30 周年を迎えます。設立 2 年後
体育協会（旧保谷市）に加盟。ダンススポーツ事業の傍ら、地域のスポー
ツ振興を目的とした行政、体育協会及び共同事業等の主催する諸行事にも
協力しつつ現在に至っています。

事業
１. 公認競技会（７月又は８月）２. 公認指導員研修会（11 月）
３. 総合体育大会（12 月）　４. 初心者講習（１年間コース２回実施）
５. スポーツ教室（月１回の体育レッスン）

サークル活動　当協会傘下には目的の異なる１. ３
サークルが所属し、活動しています。
　プロ講師による、ラテン・スタンダードの団体　レッス
ン
２.カップル主体の自主練
３. 公認指導員による、将来に向けた基礎レッスン

役員会　毎月第１土曜日に開催し、必要事項は役員
を通して会員に周知。役員数 11 名

　東村山市ダンススポーツ連盟は昭和49 年に東村山市体育協会(現在は公益
社団法人 ) に加盟し、東村山市の事業として秋季大会を昭和 56 年より開催し
今年で 36 回になります。その後昭和 56 年より体育協会事業としての春季大
会を開催し今年で 33 回目になります。競技会の内容は、市長杯と高齢化に
伴いシニア級を主に開催しております。
　東村山市はスローガンとして「スポーツ都市宣言」をしており、東村山市
市民スポーツセンターを設立する際にダンス専用フロアーのレクリエーショ
ンルームを作って頂き、日曜日から土曜日まで毎日、夜の時間はダンスス
ポーツの練習に使わせて頂いております。

　公益財団法人東京都体育協会主催の都民体育大会春季大
会、並びに生涯スポーツ大会、東京都市町村体育協会連合会
主催の東京都市町村総合体育大会の各団体戦には東村山市並
びに公益社団法人東村山市体育協会のバックアップのお蔭を
もちまして、第一回目より参加させて頂いております。
　東村山市ダンススポーツ連盟は設立当初は 1 サークルの
みでありましたが、現在は 17 サークル 296 名の会員、16
名の役員で運営しております。

茂木　公靖

針多　新作

西東京市ダンススポーツ協会

東村山市ダンススポーツ連盟

競技会風景
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・第7回小金井市ダンススポ 
ーツ大会（10/23）

・第35回小金井市民社交ダ
ンスのつどい（11/23）

　多摩東ブロックパーティー
も同時開催

・第12回チャリティーダン
スパーティー（Ｈ29年3/5）

　小金井市社会福祉協議会に第
1回開催時より寄付を継続中

・連盟会員親睦ダンス旅行　
　（春・秋　年2回）
・駅前ダンスパーティー
   （毎月、第3木曜日に開催中）

標語
「無理をせず楽しく継続」

シンボルカラー
小金井桜より → さくら色

・日時：2016年10月2日（日）
　　　  18時～21時
  名称：第５回魔法のコングレス
　　　～タンゴ・スローフォックス
  講師：石原正幸（ブルボン所属）
　　　　　　　＆久保田蘭羅
  場所：調布市文化会館たづくり・
　　　むらさきホール

・日時：2016年11月20日（日）
　　　  10時～18時
  名称：日刊スポーツ新聞社杯争奪戦
　　　  第26回調布市ダンス
　　　　　　　スポーツ大会
  場所：調布市総合体育館

　小金井市のダンスの歴史は昭和35年頃よりささやかに始まり、昭和55年頃よ
りダンスブームが広がり始めまして、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されました。実行委員会を立上げ小学校の体育館でダ
ンスパーティーを開催したのは、たしか昭和55年11月23日の夜でした。その後

「小金井市民社交ダンスのつどい」は現在まで続き、今年で35回になります。
　昭和62年7月に都連盟に加盟し、名称も「小金井市ソシアルダンスグループ」
から「小金井市ダンススポーツ連盟」に改称しました。平成15年4月には市の体
育協会に加盟し現在に至っております。
　また、平成23年よりＪＲ武蔵小金井駅前の「宮地楽器ホール」で毎月第3木曜
日に「駅前ダンスパーティー」を開催しております。毎回多数の方が参加され、Ｊ
ＤＳＦ会員の増加に寄与しております。昨年６月には同会場で、当連盟の「創立30
周年記念祝賀ダンスパーティー」も盛
大に行いました。
　平成25年度より小学校の児童を対象
にダンス指導を行い、(公財)小金井市
体育協会の式典ではアトラクションを
依頼されました。これからもダンスの
楽しさ、参加意欲を広く市民にアピー
ルしてまいります。

　当連盟は「楽しんでダンスを練習しながら、社会貢献して行こう！」をモッ
トーに、調布市民へのダンス普及や調布市社会福祉協議会への寄付を実施してお
ります。
また、東京都市町村総合体育大会におきましては、市内各サークルより選抜され
たメンバーが華麗なダンスを存分に披露し、２年連続三位となりました。今年こ
そは、ぜひ優勝を勝ち取りたいと日夜練習に励んでいます。
　ところで、「竹やぶの法則」というのをご存じですか？　竹やぶの竹は、一本
一本がからみ合うことなく、また寄り掛かることなく、自立しています。しか
し、根の部分では組み合って、地盤をしっかり固めています。ちょっとやそっ
とのことでは、ビクともしない絆をもとに、それぞれが自立しています。そん
な「竹やぶ」のように、調布市ダン
ススポーツ連盟も心から信頼し協力
できる仲間がいれば、どんなことに
も「挑戦」していけると確信してい
ます。そしていよいよ来年は当連盟
も30周年を迎え、さらに進化した連
盟になっていきますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

小林　泰次郎

竹下　次郎

小金井市ダンススポーツ連盟

調布市ダンススポーツ連盟

・新春ダンスの集い（参加者200
　名余）
・季節毎に年３回ダンスパーティー
　を開催
・市民秋季体育大会にダンスス
　ポーツ競技会（単科戦）を開催

・ユニフォームはDANCE 
SPORTS FUCHUとプリント
された蛍光オレンジ色のブル
ゾン
・連盟旗は青地に白抜きでダン
スのイラスト入り

・春：ダンススポーツ連盟
　設立記念ダンスの集い
・秋：市民体育祭（ダンス
　スポーツフェスティバル
　―講習会・競技会・パーティー）
・ダンスパーティー（夏・秋・
　新春の３回）
・初心者講習会

　当連盟は平成元年に発足し、平成４年に府中市体育協会に加盟しまし
た。以来、市体協の目標である「スポーツの普及・発展と市民の健康体力
づくり」の実現を目指し、定期的な練習会や市内でイベントを開催し、一
人でも多くの方がダンスを楽しみながら健康維持ができるよう活動してき
ました。とりわけ年初に開催する「新春ダンスの集い」は府中のダンス愛
好家の最高の晴れ舞台として年々盛大になり誠に喜ばしい限りです。これ
らの活動や都民体育大会への協力等により平成 24 年５月に都体協から生涯
スポーツ優良団体として表彰され、また平成 26 年 10 月には府中市制施行
60 周年記念にあたり市から感謝状
をいただきました。
　今年３月には９年ぶりに当市で
多摩東ブロック大会を開催します
ので、当ブロック連盟関係各位の
ご協力を得て無事に大会が終わり
ますよう願っています。

　当連盟は、昭和 63 年 1 月に設立され現在は７サークルと若干の個人加盟
で構成されております。設立当初より東京都ダンススポーツ連盟と三鷹市
体育協会に加盟してさまざまな活動に積極的に参加して地域のスポーツの
促進・発展に寄与しつつダンススポーツの普及に努めております。発足当
初は『スポーツ』として快く受け入れてもらえず、体育館の使用もままな
らない状態のようでしたが、先輩諸氏の辛抱強い働きかけと地域での地道
な活動のおかげで、今では他のスポーツ団体と同様に使用することができ
ます。ダンススポーツは競技スポーツでもありますが、音楽と場所があれ
ば誰でも手軽に行うことのできる運動でもあります。高齢化が進み健康寿

命を延ばすことが期待される昨今、ダンスス
ポーツは生涯スポーツとして最適です。今後
も普及に努めて、仲間が集う場を提供し続け
るとともに心身の健康維持・増進に役立ち、
明るい地域づくりの一助となりたいと思いま
す。

高橋　欣佑

堀江　順子

府中市ダンススポーツ連盟

三鷹市ダンススポーツ連盟

4746



「梨の里　稲城」
会　長　　居樹　保朗
理事長　　倉澤　毅年
事務局　　須藤　龍介
（副会長）

加盟サークル　９サークル
会員数　　　　131名
結　成　　　　
　1987年４月（昭和62年）
体協加盟　1991年
1 0周年　1996年，
2 0周年　2006年,
3 0周年　2016年８月25日

・多摩市民大ダンスパーティー
　（1月）
・多摩ベーシックダンス大会
　（5月）
・多摩連盟ダンス祭り　　　
　（11月）
・多摩ダンススポーツ大会　
　（12月）

標語
「健康、交流、感動」

　稲城市はよみうりランドの丘陵と多摩川に挟まれた人口８万７千５百人の小さ
な市です。1987 年に会員相互の親睦、技術向上、地域貢献を目的に連盟を結成
しました。
　10 周年 20 周年と年月を経て今年８月 25 日に 30 周年祝賀会を迎える事とな
りました。居樹会長のもと９サークル、130 余名の会員数で活躍しています。市
民体育大会、市民スポーツ大会への参加、春、夏の交流パーティー、南ブロック

（八王子、町田、多摩、日野、稲城）の交流パーティー、年２回のダンススポーツ
大会開催、無料講習会、市民清掃参加等活動しています。多摩地区の多摩振興会
研修旅行も楽しみなイベントです。都民大会、生涯スポーツ大会、市町村大会へ
も稲城代表選手を派遣し優勝を含む上位成績を収めています。主要大会でも役員
として参加し裏方として選手に協力し、大会運営に協力しています。思い起こせ
ば多々イベントの参加がありますが連盟設立当初から続けている年末恒例のチャ
リティーダンスパーティー開催があります。近隣のダンス愛好家の協力と連盟会
員のお礼を兼ねて社会福祉協議会に余
剰金を寄贈し感謝されています。
　生涯スポーツとしてのダンス、健康
維持の為の楽しく、優しいダンスを目
指し、尚かつ会員拡大、更なる前進を
目標とし会員一丸となって取り組んで
いるところです。

　多摩市は、平成 3 年多摩市アマチュアダンス協会の発足を母体に、平成
５年多摩市体育協会に加盟し、平成 11 年多摩市ダンススポーツ連盟が設立
されました。
　今年で創立 25 周年を迎え、現在加盟サークル数は 14、会員数は約 130
名、競技選手は 40 数名で、年間の色々な行事を通して、ダンススポーツの
普及に努めています。
　40 年前の多摩市は、多摩ニュータウンの
中核都市を担う若年世代の賑いのあるベッド
タウンでしたが、現在は高齢者の多い落ち着
いた佇まいの街に変わりました。
　ダンススポーツは、生涯スポーツとしてい
つまでも健康で溌刺とした生活に寄与出来る
と思います。これからも地域ぐるみでダンス
スポーツの愛好者の輪を広げて、明るく元気
で楽しい街造りに貢献出来るよう、活動を続
けていきたいと願っています。

倉澤　毅年

日比野　博義

稲城市ダンススポーツ連盟

多摩市ダンススポーツ連盟

５月　周年記念ダンスの集い
７月　サマーダンスフェスティ

バル
10月　町田市民体育祭ＤＳ大会
12月　チャリティーダンスの

集い
2017/1月　町田市ダンススポ 

ーツ競技会
2016/9月～11月　
　　　初心者講習会
その他ミニダンスパーティー

・5月の狛江市ダンススポーツ大会
　11月の市民ダンススポーツ大会
・全国でも人口の少ない市のトップ
10に入る小さな市です。そして選
手登録者も50人弱で、100人弱
が健康のための生涯スポーツ愛好
者です。

　1982 年（昭和 57 年）加盟４サークル、会員数 130 名で町田市社交ダンス協
会として呱

こ

呱
こ

の声をあげ、同年１１月機関誌 STEP が広報活動の一環として誕生
し、以来毎年発行しております。
　その後、時は流れ、協会が連盟に名称変更するに伴い、指針として『会員相互
の協調と健全な文化的スポーツとしてダンスの普及活動に努め、行政との協調
を図り社会福祉に寄与することを目的とする』と定め、今日に至っております。
ピーク時の会員数は折からのブームに乗って在籍会員約 650 名、一時は日本一と
言われておりましたが、時代と共に減少の一途を辿り、現在では 450 名と激減、
実に 30 パーセント減、頭の痛いところです。しかしこの状況下で前述の STEP
が広報を兼ね貴重な潤滑油として、又、コミュニケーションツールとして連盟では
必要不可欠の存在になっております。
　今年は創立 35 周年、節目の年に当
たります。これを機に更に 22 加盟
サークルの協力のもと五大行事を活
気ある内容にすべく鋭意努力し、連
盟の安定基盤を構築したいと考えて
おります。

　狛江市ダンススポーツ連盟（平成 12 年改名）は昭和 60 年４月に鈴木好
正会長、丸井信子副会長、亀井敏副会長、顧問：山口繁雄先生の体制で発
足しました。翌年の 11 月には第１回狛江市スポーツダンス大会を開催し、
今年の５月には狛江市長杯争奪第 30 回狛江市ダンススポーツ大会を開催し
ます。
　平成元年には丸井信子会長（現名誉会長）のもと初心者講習会が開催さ
れ、平成 13 年には JDSF 公認指導員によるオンステップ講習会として連盟
運営による初心者講習会に衣替えして現在に至っております。
　平成 17 年には連盟創立 20 周年記念式典をフォーラム 246 で開催し山口

先生・小林先生によるデモンストレーションで盛り上がり
ました。平成 27 年３月には連盟創立 30 周年記念式典を狛
江市・エコルマホールにて開催しました。
　特筆すべきは平成26年に東京都市町村総合体育大会ダンス
スポーツ競技を狛江市民総合体育館において開催できたこと
です。しかも初の５位入賞を果たしました。そして27年大会
は４位入賞と健闘しました。

吉原　修

永井　弘

町田市ダンススポーツ連盟

狛江市ダンススポーツ連盟
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　昭和 50 年に発足した、秋川市社交ダンス同好会を母体として、昭和 63 年に、秋川
市社交ダンス連盟が誕生しました。連盟は、年を重ねて満 28 歳を迎えることができま
した。同好会は、昭和 56 年には既に、東京都アマチュアダンス協会に加盟していまし
た。連盟が、秋川市体育協会に加盟出来た事によりダンススポーツの輪が、一気に拡
大します。平成 7 年に、五日市町と秋川市が合併して、あきる野市が誕生しました。
この事により、あきる野市ダンススポーツ連盟と改め、現在に至っています。連盟の
傘下には、加盟順で
１　DS 同好会（５サークで構成）　２　DS シルバ　　
３　DS 研究会　　　　　　　　　 ４　DS フレンズ
　　をもつて活動しています。
連盟の活動内容は
１　初心者講習会の開催

２　チャリティーダンスパーティーの開催
３　連盟会員限定の新春ダンスパーティーの開催
４　市の総合スポーツ祭でダンススポーツを主管
５　ダンスポーツ大会を主催又は主管
等、毎年欠かすことなく開催しています。
これからの、会員の高齢化、会員の減少にどう対応して行くかが
課題だと思います。ダンススポーツの、益々の発展を願っています。

　福生市は小さな市ですがダンスを愛する人が多勢いた。昭和 45 年頃には
サークルを作り楽しんでいた。昭和 58 年頃には競技会出場者も出始めたが
役員のなり手が少なく連盟が消滅しそうなときもあったが、代表が何回か替
り今日に至っている。
平成 17 年頃から福生市連盟独自のミニ競技会を何回か行ったが、今は途絶
えている。
　ここ数年は高齢化に伴い各々の体力や都合に合わせてレッスン日時を分け、
レッスンを楽しんでいる。
①「火曜　午後」　　　　ダンスを初めて始める人
②「水曜　夜　」　　　　ダンスを楽しむ普通のサークル
③「木曜　午前・午後」　ダンスを楽しむ普通のサークル
④「金曜　夜」　　　　　競技会志向者向け　少人数

⑤「火金４時〜５時」　　小学生のジュニアサークル

⑤のジュニアサークルは「学童クラブ・児童館」館長に頼
まれて５年前からレッスンを始めて、子供の好きな「チャ
チャチャ」「サンバ」などをクリスマス会や公民館まつりな
どで踊るようになり、更に平成２７年２月の「第８回東京
都ジュニア大会」を最初に埼玉県、山梨県などの大会に出
場するようになった。

築地原　輝夫

長島　正穂

あきる野市ダンススポーツ連盟

福生市ダンススポーツ連盟

総合スポーツ祭ダンススポーツ開会式

平成 27 年 12 月連盟内 ザ・ベーシックのパーティ

・青梅市民スポーツレクリエー
　ションフェスティバル
・市町村総合体育大会に参加
・ダンスパーティー開催

・親睦・交流ダンスパーテイー開催　毎年４回
新春（1月）・周年（４月）・サマー（９月）・オー
タム（11月）毎回参加者数≒180～250名

・八王子市民体育大会＜ダンススポーツ＞　
（クローズド）平成元年から毎年開催
　八王子市ダンススポーツ大会（オープン）
〈４年毎に多摩南ブロックＤＳ大会兼催〉
　毎年10～11月　開催　毎回参加者数≒
250～350組

・〈ダンススポーツ〉団体戦出場（本文中）
・多摩ダンススポーツ振興会研修旅行参加多
摩南ブロック交流ダンスの集い参加　５年
毎に各連盟：主管

・定例理事会：毎月第４水曜日　総会（２月）
開催　
　八体協運営委員会　毎月第２水曜日　総会
（５月）
　都派遣理事会　毎月第３土曜日　　総会
（５月）出席・参加
・その他　関係者機関の呼びかけに積極的に
答えていく

東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年を迎えられ、心よりお祝いを申し上げ
ます。誠におめでとうございます。高齢化が進み会員数も激減する中で、居樹
会長を始め役員の皆様方、大変ご苦労様でございます。
　当連盟が現在に至るまでを紹介させて頂きます。
初代の会長に菊地寛治氏
二代目会長に永島英文氏
三代目会長に神山久治（筆者）です。

　活動内容は
（１）青梅市民スポーツレクリエーションフェスティバルに参加しダンスパー

ティーを開催。これに正装してトライアルを導入した。
（２）東京都市町村総合体育大会ダンススポーツ競技に初回より出場。
（３）年間 7 回のダンスパーティーを開催。（年末にチャリティー）

（４）東京都多摩西ブロックへの協力及び参加　等
　以上が主な活動に成ります。当連盟も今年で 20 周年を迎
えます。初代の菊地会長はすでに故人と（平成 19 年）なっ
てしまいました。
　残された会員一同心を合わせ、更なる発展のために協力し
合い頑張っていきたいと思っています。

　1988 年（昭和 63 年）八王子 ASD 協会創立（99 年「八王子市ＤＳ連盟」
と改称）１年後には八王子市体育協会に加盟、初代会長を中心に役員、関係各
位のご指導とご支援ご協力の賜物と伺っております。当連盟は 28 年間培われ
てきた経験と伝統を如何に守り発展させて行くのか「競技ダンスとエンジョイ
ダンス」をどう併用して行くのか、超高齢化の中でダンス愛好者も高齢が進
み、若い人達にどうしたら興味を持っていただけるか、厳しい状態に直面して
おります…。
　当連盟は 2016 年（平成 28 年）１月現在、12 サークルで構成（役員３、理
事 15 計 18 名）し、会員 220 余名、選手登録会員 100 余名、昨年一年間の競
技大会出場（個人戦）は関東近県を中心に９２会場、延べ 454 組が出場、頑
張ってきました。
　「団体戦」においても毎年都民体育大会（春季大会）都市町村総合体育大
会、都民生涯スポーツ大会に出場してきました。特に昨年の都市町村総合体育
大会においては「優勝」に輝き、八
王子市の「９連覇達成」に貢献する
ことが出来ました。最後に健康第一
にみんなで力をあわせて「明るく、
楽しく、元気良く」ダンスを健全な
生涯スポーツとして頑張っていく所
存であります。

神山　久治

原田　喜平

青梅市ダンススポーツ連盟

八王子市ダンススポーツ連盟

「ダンススポーツの集い」の参加者
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・2月　東京都DSC総会
・5月　講習会、練習会など
・その他、理事会、委員会、
　東京都連盟行事への参加、
　JDSF行事への参加など

標語
「よりハイレベルなダンスを
　　　　　　　　目指して！」

・羽村市競技大会
・多摩地区ダンススポーツ振興会
（研修旅行）
・団体戦の参加（都民大会、市町
　村大会、生涯スポーツ大会）
・競技会個人戦の出場
・サークル活動
・羽村市立東小学校 サマースク
　ール指導

標語
「社交ダンスからダンススポーツへ」
「ダンスホールから広い体育館へ」

　東京都ダンススポーツクラブ（東京 DSC）は、数多くのトップ選手やそ

の OB/OG が集うダンススポーツクラブであり、東京都ダンススポーツ連

盟の事業計画に基づき、JDSF 関東甲信越ブロック A リーグ部とも連携し、

これら選手の意見を集約して東京都におけるダンススポーツの発展と JDSF

に寄与する事を目的として活動しています。

　会員数が約 800 名と非常に多く、一度に全員が集まるような機会を作る

ことはめったにできませんが、2 年に一度、会員全員が三笠宮杯チケットの

1 人 1 枚販売活動を行ったり、毎年有名なコーチャーを招聘した講習会を行

う等、意欲的な活動を行っています。

　また、数年前からは、若年層の会員増加を目指して、学連の若手 OB/OG

の交流練習会の企画を行ってきました。これは大成功を収め、回を重ねる

毎に参加者が増えて来たため、発展的にJDSF本部の活動に移管をしました。

　今後も、JDSF や東京都ダンススポーツ連盟の一員として、活発な活動を

継続して参りたいと思います。

　羽村市ダンススポーツ連盟は、平成 4 年 3 月 9 日羽村市アマチュアダンス協会
として現会長・秋山幹男と伊藤喜春を中心とした諸氏により結成され、ごく少人
数による手探り、手作りの活動からスタートしました。その後、二十余年間にわ
たり、東京都ダンススポーツ連盟地域会員として、都民大会を始め、市町村体育
大会、市総合体育大会、各種競技会、ジュニア講習会、技術認定会の開催など、
各方面においてダンススポーツの健全な発展普及に努めてまいりました。また、
組織としても、日本のアマチュアダンス界における幾多の変遷に応じ、平成 12
年 5 月に羽村市体育協会に加盟、平成 17 年 4 月に「ダンススポーツ連盟」に改
称しています。この間、第 45 回東京都市町村体育総合体育大会ダンススポーツ
の部門で優勝し、会員数も 200 名近くを数えるに至りました。近年は、高齢化に
伴う会員数の減少ということがあります。しかし、年齢に応じて楽しめるダンス
スポーツは高齢化現象の中にあってこ
そ魅力を増すものと信じ、今後とも健
康的で明るい生涯スポーツとしての普
及を通じて、市民の体育の向上、健康
の増進、併せて社会福祉活動に努めて
まいります。

山田　淳

秋山　幹男

東京都ダンススポーツクラブ

羽村市ダンススポーツ連盟

5352



団　　体　　名 役職 氏　　　名

千代田区アマチュアダンス協会 会長 大　 塚　　　 實

中央区ダンススポーツ連盟 会長 原　 田　 賢　 一

港区ダンススポーツ連盟 会長 秋 葉 良 子

新宿区ダンススポーツ連盟 会長 今 泉 清 隆

文京区ダンススポーツ連盟 会長 佐　野　八重子

台東区ダンススポーツ連盟 会長 野 澤 邦 嘉

墨田区ダンススポーツ連盟 会長 倉 田 幸 昌

江東区ダンススポーツ連盟 会長 山 崎 孝 明

品川区ダンススポーツ連盟 会長 彦　坂　秀治郎

大田区ダンススポーツ連盟 会長 熊 谷 善 徳

世田谷区ダンススポーツ連盟 会長 石 井　　 健

渋谷区ダンススポーツ連盟 会長 髙 橋 信 夫

中野区ダンス連盟 会長 森 田 晃 好

杉並区ダンススポーツ連盟 会長 国 定 利 光

豊島区ダンススポーツ連盟 会長 西 倉 早 余

北区ダンススポーツ連盟 会長 殿 塚　　 弘

荒川区ダンススポーツ連盟 会長 鈴　木　喜美江

板橋区アマチュアダンス協会 会長 高 橋 綾 乃

練馬区ダンススポーツ連盟 会長 石 川 隆 史

足立区ダンススポーツ連盟 会長 小 舟 和 利

葛飾区ダンススポーツ連盟 会長 平 井 靖 敏

江戸川区ダンススポーツ連盟 会長 佐々木　暁　雄

団　　体　　名 役職 氏　　　名

立川市ダンススポーツ連盟 会長 稲　田　義四千

昭島市ダンススポーツ連盟 会長 百 瀬　　 勝

日野市ダンススポーツ連盟 会長 衛 藤　 高 実

国分寺市ダンススポーツ連盟 会長 竹 本　　 勇

小平市ダンススポーツ連盟 会長 藤　尾　香津恵

東村山市ダンススポーツ連盟 会長 針 多 新 作

西東京市ダンススポーツ協会 会長 茂 木 公 靖

武蔵野市ダンススポーツ連盟 会長 島 森 壽 一

三鷹市ダンススポーツ連盟 会長 堀 江 順 子

府中市ダンススポーツ連盟 会長 髙 橋 欣 佑

調布市ダンススポーツ連盟 会長 竹 下 次 郎

小金井市ダンススポーツ連盟 会長 小　林　泰次郎

狛江市ダンススポーツ連盟 会長 永 井　　 弘

町田市ダンススポーツ連盟 理事長 浜 口 昭 男

多摩市ダンススポーツ連盟 会長 日比野　博　義

稲城市ダンススポーツ連盟 理事長 倉 澤 毅 年

八王子市ダンススポーツ連盟 会長 原 田 喜 平

青梅市ダンススポーツ連盟 理事長 永 島 英 文

福生市ダンススポーツ連盟 会長 長 島 正 穂

あきる野市ダンススポーツ連盟 会長 築地原　輝　夫

羽村市ダンススポーツ連盟 会長 秋 山 幹 男

東京ＤＳＣ 会長 山 田　　 淳

発起人代表 連盟会長 居　樹　保　朗
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御　礼

「東京都ダンススポーツ連盟創立 40 周年記念祝賀式」をご来賓・役員・会員・

ご関係者の皆様、総勢 600 名超のご参加のもと、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、（公財）東京都体育協会およ

び各区市体育協会、（公財）東京都スポーツ文化事業団、（公社）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、心から感謝申し上げます。

祝賀式運営面で不行届きの点も多々ありましたかとは思いますが、ここに書面

ながらお詫び申し上げます。

当連盟の創立以来 40 年、昨今のダンススポーツをとりまく環境には大きな変化

がみられます。生涯スポーツとしてジュニアから高齢者まで３世代が同じフロア

に立ち応援をする楽しさと、芸術系スポーツならではの観戦の醍醐味を今日皆様

と共有できましたら幸いに存じます。

2020 年東京オリンピック開催に向けてスポーツ文化の機運盛り上がりに期待

しつつ、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。今後ともご指導、ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げ

ます。

末筆ながら本日ご参加の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。

副実行委員長

東京都ダンススポーツ連盟　参与

今 泉 　 清 隆

名誉会長 内山　雅允

会　　長 居樹　保朗

実行委員長 小林　克実

副実行委員長 今泉　清隆、山下　りえ子

本　　部 内山　雅允、居樹　保朗、山田　淳、今泉　清隆

小林　克実

ディレクター 山下　りえ子

フロアマネージャー 一ノ瀬　初男

役　　員 則内　慶彦、佐倉　文彦、竹内　一雄、杉村　喜富、

清水　良二、宮原　教子、竹本　勇、蔵方　政治、

岡里　美恵子、	鈴木　彰、綾野　和子、武　千鶴子、

日下部　紀久子、日吉　俊彦

居樹　林子、小林　朱美、則内由美子、鈴木久美子

連盟職員 中島　洋子、谷内　玲子、川端　健次、山下　聡子

司　　会 金谷　美奈子

カメラマン 西田　おさむ

室内楽演奏 「ボンヌ・シャンス」

フルート　羽鳥　美紗紀、バイオリン　下川　美帆

ビオラ　椙岡		弥生、チェロ　今泉　文希

記念誌編集委員 永井　弘、日比野　博義、島田　和朋、田玉　仁

西垣内　義則、石川　隆史、山下　りえ子

写真提供 笠井　敏雄、西山　悦子

素材提供 PIXTA

デザイン 東京都ダンススポーツ連盟広報部／㈲山口印刷所

印刷・製本 ㈲山口印刷所
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ダンスのエンビ・タキシード服のオーダー専門店

テーラー ナ  ガ  シ  マ

【住所】東京都墨田区立花 4 丁目 27 番 2 号
【電話 / ファックス】03-3611-0364
【営業時間】午前 8:00～午後 6:00
【定休日】日曜、祝祭日

テーラーナガシマは超高級ダンス・

エンビ服・仮縫付注文仕立ての専門店です。

お電話一本で、すぐに見本を持ってお伺います。

お値段は12万からお仕立ていたします。

モデルは千田耕平プロ

４０周年おめでとうございます
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