
平成30年度
会  長　 居 樹 保 朗東京都ダンススポーツ連盟

当連盟の活動に対しては、平成30年度も区市各連盟の役
員、会員の皆様のご理解とご支援を賜り、1年間を無事に運
営することができました。紙面を借りて深く御礼、感謝申し
上げます。
さて、令和元年5月18日 (土 )、新宿区スポーツセンター
2階会議室にて、東京都ダンススポーツ連盟「平成30年度通
常総会」が開催され、全議案承認により滞りなく終了いたし
ました。その概要につきまして、会員の皆様にご報告させて
いただきます。
当日は議決権総数88名のうち、出席者63名、委任状提出
者20名となり、有効議決数83名で定款に則って総会成立と
なりました。議場から議長を募り、東村山市ダンススポーツ
連盟の針多新作評議員が選出されて議長席に付き、ただちに
議事を開始。平成30年度事業報告及び決算報告に進み、監
査報告を経て承認されました。つづきまして令和元年度の事
業計画（案）、同収支予算（案）が付議され、全議案いずれ
も原案通りに可決されました。
今年度は新しい元号が始まった年でもあり、当連盟が抱え
る問題解決に向け、新たに動き出すための最良のタイミング
ともいえます。平成30年度からスタートした、一部専門部
の統合、委員会の再編等による、より機能性を向上させた効

率的な運営も次第に効果をあげつつあります。この動きをい
ささかも停滞させることなく、この定時総会で承認されまし
た重点目標の実現に向けて積極的に活動し、会員皆様の意識
向上と、広く全国の方々にダンススポーツの楽しさ、素晴ら
しさを知っていただけるよう努めて参りたいと考えておりま
す。
今後もダンススポーツの発展をめざし、会員皆様のご協力
をお願いいたします。
最後になりましたが、皆様のますますのご健勝とご活躍を
心からお祈り申し上げ、簡単ではありますが総会報告とさせ
ていただきます。
時代は令和と変わりましたが、どうか引き続き東京都ダン
ススポーツ連盟をよろしくお願いいたします。

監事・相談役会 東京都ダンススポーツ連盟事務局
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※派遣理事は各専門部担当部員としてご協力ください。
　また、各区市連盟の推薦のうえ一般会員のご協力もお願

いいたします。連盟事務局までお問い合わせください。
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第 1 位 大田区
第 2 位 江東区
第 3 位 新宿区/世田谷区
第 5 位 杉並区
第 6 位 葛飾区
第 7 位 小平市
第 8 位 江戸川区

A級 スタンダード都 知 事 杯

B級 スタンダード毎日新聞社杯

C級 スタンダード日刊スポーツ新聞社杯

D級 スタンダード

A級 ラテン都 知 事 杯

B級 ラテン毎日新聞社杯

C級 ラテン日刊スポーツ新聞社杯

D級 ラテン

早坂 優太郎・長谷川 真優（江戸川区）

萩原 匠・萩原 里奈子（葛飾区）

岩野 広夢・藤巻 美香（神奈川県）

石川 学・大久保 はるみ（台東区）

福馬 智生・泉名 咲璃（東京都DSC）

遠藤 智久・藤井 マユ美（東京都DSC）

岡本 真弥・仙田 さくら（東京都）

小野 健二・渡辺 雅子（静岡県）

入場行進でのコメントが読まれ、大田区代表選手の顔は紅潮し
ておりました。優勝旗返還、今年も必ず持ち帰るという気持ちが
高まります。

選手宣誓は、若手のホープが正々堂々と宣誓を行い競技開始と
なりました。今年はすべての種目で２ヒー
トでの予選、リダンス、準決勝、同点決定戦
と駒を進めての競技会になりました。

幸いにも「大田区」は、今年も一つのセク
ションも落とさず決勝戦まで頑張ってく
れました。目標とした９連覇を達成すべき
事が試合開始前まで頭から離れず、代表選
手の皆さんに優勝を委ねることとしました。

その結果は、個人戦の優勝が２種目、準
優勝が３種目、３位が１種目と好成績。涙

腺もゆるくなり「優勝  大田区」との発表も歓喜のあまり聞き取る
ことができなかったようです。

代表選手皆さんのおかげで、９連覇の役目を果たすことができ
ました。代表選手、会場で応援して下さった皆さん本当にありが

とうございました。
優勝の記念撮影はカメラが一斉に

向けられ目線があちこちと向いてお
りましたが、代表選手、監督、大田区の
関係役員も最高の笑顔で記念写真に
収まることができました。来年は前人
未到の10連覇を目指し、祝盃ができ
ることを確認し長い一日を散会いた
しました。

大田区監督　熊谷 善徳

　第72回東京都民体育大会春
季大会ダンススポーツは、32
チームの参加を得て開催されま
した。笑顔あふれる入場行進に
始まり、各チームによるトキの
声と応援合戦で盛り上がりまし
た。団体戦は本年度も連勝を続
ける大田区に栄冠が輝きました。誠におめでとうございます。都民DS大会では、午前中のラテン競技、午後のスタンダード
競技ともに熱戦が繰り広げられ、実力を発揮され栄冠を獲得した方々の喜びの声が聞かれました。社交ダンスは、健康寿命の延
伸と認知機能の維持向上に大変有効な生涯スポーツです。本大会に早朝から協力頂いた役員、選手の皆様にお礼を申し上げます。

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

ずっと取りたいと思っていたタイトルを頂けたのを大変嬉
しく思っています。会場で応援して下さった方々、特に日頃
ご指導頂いている先生には、この場を借りて御礼申し上げま
す。いつもありがとうございます。また、運営に携わる方々
の素晴らしいオペレーションにも感銘を受けました。素敵な
競技会の場を設けて頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。ま

た優勝コメントを書けるように頑張り
たいと思います！

実行委員長
竹本　勇

6月9日(日) 駒沢オリンピック公園 総合運動場体育館

第69回 東京都民DS大会
第72回 都民体育大会 春季大会

都民体育大会では早坂優太郎、長谷川真優組を応
援してくださり本当にありがとうございました。優
勝できたこと、三笠宮杯の出場権を得られたことを
とても嬉しく思います。私たちは、今年の１月から
カップルを結成し、大学の授業の合間をぬって練習
してきました。次の大会へ向けてさらに成長してい
けるように日々努力をしていきますので、これから
も応援をどうかよろしくお願い致します。

この度は、毎日新聞社杯を賜り有難うございました。幼少
の頃から14年間カップルとして踊ってまいりましたが、諸
事情により今回が兄妹で踊る最後の試合でした。特別な思
いで臨んだ試合で有終の美を飾らせていただいたことは、
感慨深いものがあります。

今後はそれぞれのパートナーと競技ダンスを続けてい
き、またこのような場で活躍できるよう努力する所存です。
その時は、またあたたかいご支援を宜しくお願い致します。

今回の競技会は、カップルでお互い励まし合い、踊るこ
とが楽しくて、笑い合いながら時間が経ち、とてもよい思
い出になる試合でした。半年前にカップルを組んでからは

「上手に踊れるようになること」を目標に練習してきまし
た。今回優勝することができて嬉しさと喜びの気持ちで一
杯になり「社交ダンスをやっていてよかった」とふたりで
話しております。これからも楽しくダンスを続けていきた
いと考えています。

高い天井、電光掲示板…『ボールルームへようこそ』そ
のままの世界で優勝出来てとても光栄です。こんな場を用
意して下さった役員、スタッフの皆様に感謝です。

今年初めて選手登録をして臨んだ都民大会とD級戦
でした。練習以上のことは出来ないから、自分たちに
出来ることを丁寧に確実にやろう、とフロアに立ちま
した。教室の先生、コーチ、練習場の先輩方、そして応
援して下さった方々、ありがとうございました。

　自分の好きな言葉に、「がんばったら報われるとあなたがたが
思えることそのものが、あなたがたの努力の成果ではなく、環
境のおかげだったこと忘れないようにしてください。あなたた
ちが今日『がんばったら報われる』と思えるのは、これまであ
なたたちの周囲の環境が、あなたたちを励まし、背を押し、手
を持ってひきあげ、やりとげたことを評価してほめてくれたか
らこそです」という言葉があります。
　ダンスは試験のように頑張ったからいい評価が得られる競技
ではありません。多くの人がほぼ必ず採点結果に不満をもつこ
とでしょう。しかしそんな中でも僕たちは、どんな結果であろ
うと常に周りへの感謝を忘れず、稀に訪れる嬉しい結果に心よ
り喜びつつ、これからも尽力していきたいと思います。

初めて社交ダンスの試合を観戦したのが、駒沢体育館で
行われた都民体育大会でした。

いつかこのフロアに立つ事が私の中での密かな夢でし
た。その夢の舞台のB級戦で優勝させて頂けたこと、その
瞬間を初めて社交ダンスを教えて頂いたコーチに見て頂け
たことは、忘れ難い思い出になりました。ご指導頂いてい
る先生、ダンス仲間、応援して下さった方々、一緒に踊っ
てくれるリーダーに感謝して、これからも楽しく踊りたい
と思います。

　幸い優勝することができ大変嬉しく思います。私たちは静
岡県からの出場ですが、東京都民DS大会は何回か参加させて
いただいています。

いつも、体育館の雰囲気も良いし踊りやすいなと思っていま
した。また、今回は上位ランキングの競技及び、春季大会も拝見
して、たいへん勉強になりました。

これからも、練習に励みもっときれいに踊れるようになりた
いと思います。ありがとうございました。

第７２回 都民体育大会春季大会 正式競技
「ダンススポーツ」団体戦
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　令和に年号が変り、杉並区ダンススポー
ツ連盟にとりましても記念の初投稿となり
ます。本連盟創立の経緯などを少し述べま
すと。昭和 62 年（ 1987 年）8 月 5 日　設
立発起人 8 名の賛同で東京都アマチュアダ
ンス協会（ＪＤＳＦの前身）の傘下団体と
して認可されたのが現在の杉並区ダンスス

ポーツ連盟の始まりです。
　その後順調に発展を遂げ、平成 13 年 9 月に過去最高のサークル数
15、会員数 367 名（ＪＤＳＦ登録 228 名）にまで拡大しました。平
成 29 年 12 月 27 日には、多数の御来賓を交えて盛大に連盟創立 30
周年記念式典を開催し、スローガン「広げ
ようダンスの輪」を参加者全員で斉唱しま
した。
　現在は、最盛期こそ若干下回っています
が、国定会長以下各サークル長ほかの努
力で、堅調な組織運営が続いています。現
在、連盟ではＪＤＳＦの方針に従い「ダン
ススポーツの普及・振興」等、さまざまな
事業を展開していますが、なんといっても
組織拡大の重要性を感じています。

　町田市ダンススポーツ連盟は、会員数約360
名、加盟サークル25を擁する日本最大規模の
連盟です。毎年連盟主催の5大事業（1月 町
田市ダンススポーツ競技大会、5月 サークルの
日頃の練習成果発表の「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、9月 市
民ダンススポーツ大会、12月 チャリティダンス
の集い）を中心に活動しています。

　9〜11月には初心者講習会（10回）を開催し新規会員の増強を図り、
さらに毎月2回の「生涯健康ダンスの集い」で
は、平均70名程度のお客様を迎えてのダンス
パーティを実施し、ダンス人口拡大に向けて積極
的に活動しています。
　また、町田には誰もが自由に低料金で利用で
きる市立体育館の開放利用制度があり、市及
び市体協の特別の配慮で社交ダンス普及のた
めに、年間300日を優先的に会場確保して頂き、

普及・育成事業としては、

〇初心者講習の開催、行政とタイアップしたシニア対象の事業企画
とサークル立ち上げ、定期的な会員育成会開催

〇ＪＤＳＦ公認指導員の増強等

　特に定例会員育成会は好評で、篠田沙代子先生（元全日本ラテン
ファイナリスト・ラテンＡ級 . ＷＤＳＦ ＰＤ・Ａ級国際審判員）の、
熱心で分かりやすい指導が舞踏力向上にとても役立っています。ま
た会員相互の交流・舞踏レベルの向上を目指し、年 2 回のダンスパー
ティも開催しています。
　競技では昨年の都民体育大会団体戦 6 位、同年 9 月の都民生涯ス

ポーツ大会 5 位と健闘しています。
　最後になりますが、杉並区ダンススポーツ連盟は会長
以下の努力で行政との連携も非常に良く、杉並区役所職
員バンドによる生演奏のダンスパーティ「生バンドでベー
シックを踊ろう」も好評で、ダンスの啓蒙・ダンスの輪
を広げることに大変役立っていると思います。これから
も活動を通じ地域に溶け込み、区民の健康と生きがいと
潤いのある生活づくりに一役買って参りたいと思います。

杉並区ダンススポーツ連盟
常任理事　大井 秀一

競技選手には練習会場として、又ダンス愛好家はパーティ会場としてダン
スを楽しんでおり、当連盟もその運営に積極的に協力しています。
　これらに加え、2年前には「素晴らしい音響による競技会」を目標に音
響部会を設置しました。個人能力･ノウハウに頼りがちな音響担当を組織
的に継承・育成出来るよう活動しています。
　しかし、当連盟も他連盟同様会員の高齢化、会員減少の問題を抱え
ています。対応策として、これからの連盟のあり方を考える「みらいへのス
テップ検討委員会」を立ち上げ、会員拡大、講習会の内容、連盟のＰＲ
方法等を見直し検討すべく、各種委員会を設置しました。その最初の成

果として、ダンス連盟のホームページを立
ち上げ、町田連盟の活動内容・行事計
画・各サークルの紹介等もＰＲできるよう
になりました。都連ホームページともリンク
していますので是非ご覧ください。

町田市ダンススポーツ連盟
副理事長　小巻 幸雄

多摩東ブロック加盟７団体のひとつである三鷹市では、毎年、初心者講習会を実施してきました。ただし、さまざまな事情により、講習会
終了後の参加者の受け皿を作ることができず、それが長い間の悩みの種でした。そんななか、一昨年度の初心者講習会終了後に同じ会場を
同じ時間に確保することができ、講習をそのまま一年継続しました。その実績を元に、昨年度の初心者講習会参加者も含め、この春、つい
に連盟加盟サークルとして発足することになったのです。

担当スタッフからも「サークル発足からまだ３カ月ですが、会員・スタッフ共に和気あいあいと楽しく活動しています」と報告を受けています。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩東ブロック 三鷹市ダンススポーツ連盟　堀江 順子

多摩東ブロック

杉並区杉並区
東京城東ブロック東京城東ブロック

町田市町田市
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次回の「加盟団体のひろば」は江戸川区・あきる野市の担当です。

次回の「区市短信」は城西ブロック・多摩西ブロックの担当です。

かがやいてますねかがやいてますねかがやいてますね
佐藤 敏宏・榎本 芳子（町田市）佐藤 敏宏・榎本 芳子（町田市）

第69回 東京都民ダンススポーツ大会
B級戦スタンダード 第６位

パートナーの榎本さんと巡り合いカップルを組んで3年半。B級を3年2カ月。指導戴いている村岡先生
御夫婦並びにサークルのサンデー会の皆さんに助けられ、念願だったA級選手になる事が出来ました。あ
りがとうございます。これからがいばらの道のりになると思いますが、降級しないよう楽しみながら、来年も
東京都民ダンススポーツ大会に出場したいと思っております。ガンバります。

区市短信



　6月1日 か ら2泊 

3日 で 北 海 道 釧 路

まで研修旅行へ行 

ってきました。以前

からお誘いを頂き、

今年度実現できた

旅行です。申込みも

当初の予定より多

く頂き、大変盛り上がった旅行となりました。

　最初から最後までノンストップのダンスタイムは、今までに

ない体験で戸惑いつつも交流できた事は今後の活動に繋がる

大きな経験となりました。参加頂いた皆様に感謝するととも

に、次回はもっと多くの方が参加し楽しめる旅行を計画したい

と考えております。　　　　　　　　　 事業部長　此村 義明

　現在、ジュニア育成レッスンの参加料は1回1,000円。会
場費や講師代などが実質的に持ち出しです。そんなクラス運
営の安定的な運転資金に利用させて頂くためのクラウドファ
ンディングを実施しています。
　さらに今後は、夏休み、冬休みを利用したイベントなどのイベ
ント開催費用にも、集まった資金を活用させて頂く予定です。
　JDSF- PD公認審判員・指導者・スタジオ経営（シノダ・スポー
ツダンスクラブ）・ラテン元ファイナリストの篠田沙代子（美
保）先生のレッスンを受け、ジュニア支援にも貢献できます。
https://a-port.asahi.com/projects/stardanceclub/

・1,000円リターン…児童1名１レッス
ン￥1,000のところ、初回体験レッ
スンを￥500で受けられる優待券
（郵送）＋お礼メッセージ

・5,000円リターン…カリキュラム一
部　ストレッチ動画配信＋元TVチャ
ンピオンである篠田沙代子の特別レッ
スン（２５分間）＋ お礼メッセージ

・10,000円リターン…児童1名１レッ
スン￥1,000のところ 11回分のレッ
スンチケット（郵送）＋お礼メッセージ

・50,000円リターン…カリキュラム一
部ストレッチ動画配信＋お礼メッセージ

　企業様向け出張レッスンあり(保護者
様＋お子様で30名まで）※交通費は
別途ご負担ください。

2019年度 研修親睦旅行2019年度 研修親睦旅行
北海道 (釧路・阿寒)北海道 (釧路・阿寒)

クラウドファンディングクラウドファンディング
東京都ダンススポーツ連盟 /ジュニア育成部発！
クラウドファンディングでジュニア支援＆レッスン

■リターン

7/20 土	 競技会支援システム自主勉強会
	 場所：新宿区立新宿スポーツセンター
7/21 日	 ダンス技術勉強会
	 場所：東京都ダンススポーツ連盟事務所
8/4 日	 JDSF公認指導員ABC級研修会
	 場所：江東区文化センター
	 JDSF 技術認定員AB級実務研修会
	 場所：北区滝野川西ふれあい館
8/11 日	 ダンス技術勉強会
	 場所：東京都ダンススポーツ連盟事務所
8/17 土	 競技会支援システム自主勉強会
	 場所：新宿コズミックスポーツセンター
8/18 日	 2019年度 JDSF新規公認指導員講習会・選考試験
	 場所：元気ぷらざ（北区）
	 JDSF 公認スクルティニア講習会
	 場所：東京都ダンススポーツ連盟事務所

8/25 日	 JDSF 公認チェアパーソン講習会
	 場所：新宿区立新宿スポーツセンター
9/22 日	 ダンス技術勉強会
	 場所：東京都ダンススポーツ連盟事務所
9/23 月	 JDSF公認指導員ABC級	研修会
	 場所：新宿コズミックスポーツセンター
9/29 日	 2019 年都民生涯スポーツ大会
	 　　・第２回東京都ブラインドダンススポーツ競技会
	 場所：駒沢オリンピック公園
10/6 日	 JDSF公認指導員ABC級	研修会
	 場所：立川市泉市民体育館

その他　　	Kiss	Kiss	キッズ　スタディ＆ダンスラボ
	 キッズラボ	プラス＋（レベルUP）　多数
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目標金額は50万円！
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