
東京都ダンススポーツ連盟「平成28年度通常総会」が
平成29年5月20日 (土 )新宿区スポーツセンタ―２階で
開催されました｡滞りなく総会が終了致しましたので、ご
報告させていただきます。
本総会は、議決権数92名の内、出席者67名、委任状
を提出した議決権委任状14名を合わせて81名となり、
総会議決権の過半数となったこ
とにより定款定めにより総会が
成立致しました。
平成28年度､当連盟の活動に
対し、区市各連盟の役員及び会
員皆様のご理解とご支援を賜り､
一年間無事に運営出来ました。
深く感謝申し上げます。
当日は、平成28年度事業報告および決算報告及び監
査報告､又、平成29年度事業計画（案）､平成29年度
収支予算（案）が付議され､全議案いずれも原案のとお
り承認・可決され､無事終了致しました。
平成29年度の活動につきましては、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、会員の
意識の向上と、全国の人々にダンススポーツの楽しさ、素
晴らしさを知ってもらえるよう努めて参りたいと思います。

平成28年度は５年に一度の創立記念式典を、全国か
ら沢山のご来賓、会員の皆様をお迎えして６月25日に新
宿京王プラザホテルにおいて600名を超える参加者のも
と、盛大に開催いたしました。
これもひとえに、各区市の役員、会員の皆様のご協力
の賜物と、心から感謝申し上げます。

近年、少子化や趣味の多様化な
どにより、ダンス人口の減少が言
われる中、更なる普及、振興に本
連盟の果たすべき役割、責任はこ
れまで以上に大きいものがあると
思います。
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、私から簡単ですが
総会のご報告とさせて
頂きます。
今後も引き続き､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。

JDSF創立40周年記念式典・祝賀会JDSFJDSFJDSFJDSF祝
6 25 日月 日 京王プラザホテル

平成28年度平成28年度 通 常 総 会 報 告通 常 総 会 報 告

日本アマチュアダンス協会（JADA）設立から40年。風営法改正、PD設立、そして2018ユースオリンピック。夢は国体参
加・オリンピックへ！第一部　パーティーに続き、第二部は居樹実行委員長による開会挨拶、来賓ご祝辞、ディナーを挟んでショー
タイム。WDSFファイナリスト　Sodeika-Zukauskaite組（リトアニア・初来日）がフィナーレを飾り、盛大に開催されました。
当連盟名誉会長 内山雅允氏、 同参与 今泉清隆氏には特別功労表彰を受賞されました。

（＊写真提供 /JDSF広報部）
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　優勝、大田区さんおめでとうございます。七連覇本当に立派です。準優勝は足立区さん、三位は杉並区さん、とこちら
も強い選手が出て来ましたが打倒大田区さんにはなりませんでした。今回は31区市の団体さんに参加して頂きまして有
難うございました。春季大会は都民であって在住、在勤でなければいけませんので、各区市で選手を集めるのが大変だっ
たと聞いております。選手が集まらず２組とか3組でも参加して頂いたチームの皆様、有難うございました。参加するこ
とに意義がありますので、これからもよろしくお願い致します。

大きな拍手での入場行進、選手宣誓、優勝旗の返還、出場地区を２ヒートに分け予選、リダンス、準決勝、決勝戦の
進め方で火蓋が落とされました。周りの応援は選手の力にもなって気が抜けない一日。打倒「大田」と耳に入る中、「大
田区」の目標は７連覇を勝ち取るのみ。
戦いが終わり個人戦の優勝が４個、準優勝が１個。表彰式では、他区
市選手に今年は勝ててよほど嬉しかったのでしょう！感激のあまり大会
会長とハグした選手もおりました。団体戦の結果発表。優勝「13番　大
田区」の発表に歓声が上がり監督として７連覇の役目を果たすことがで
きました。応援して下さった皆さん、選手の皆さんありがとう。最高の
笑顔で記念写真に収まることができました。　　  （大田区監督　熊谷善徳）

かがやいてますねかがやいてますね

　2000年の秋にカップルを組み、今年で17年目になります。パーティーのフォーメーショ
ンやデモンストレーション、そして競技会と色々楽しんできました。関東ブロック選手権
や全国大会に出させてもらった事も大変良い思い出になっています。音楽や芸術性の感性
を磨きながら、兎と亀に例えるなら亀の様な速さではありますが、足腰と仕事や家庭の事
情が許す限り、昇級を目指してこれからも頑張っていきたいと思います。
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昨年11月より夫婦でカップルを組み半年程でこの様な成績を残せたことを、大変嬉しく思います。私たちの間にはもうすぐ２歳になる娘がい
て、練習時間を作ることが難かったのですが、この日に照準を合わせて練習してきました。その成果が出て嬉しさと同時に、ほっとしていま
す。まだまだ未完成で満足のいくダンスまでには時間がかかると思いますが、年内のA級昇級を目指し頑張ります。　   （谷茂岡敦・谷茂岡智絵）

今年の団体戦は、31区市が参加して盛大に開催されました。

Ａ～Ｄ級、シニアⅡＡ・シニアⅢＡ級の
各スタンダード・ラテンが525組により
競われました。

6月11日（日）  駒沢体育館

第65回 東京都民DS大会 
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順　位 区 市 名

優　勝 大田区

準優勝 足立区

第 3位 杉並区

第 4位 新宿区

第 5位 世田谷区

第6位 江戸川区

第 7位 府中市

第8位 狛江市
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次回 94号の「加盟団体のひろば」は練馬区・武蔵野市の担当です。

先日、ハチコーさん（大正
12 年生まれの 93 歳）にお会
いするため渋谷駅周辺の取材
に行ってきました。その方は
渋谷駅前で主人の帰りを 10年
間も待ち続け、現在も変わり
ゆく渋谷駅を風雨に耐えて見

つめています。皆さんもご存知の全国的に有名な渋谷の顔
「忠犬ハチ公」です。ハチ公前広場は若者たちや海外からの
旅行者であふれていました。
６年前に投稿させていただいた当該欄では、当連盟に加盟
のサークルは 12、JDSF会員数は 158 名でした。現在は９
サークルで会員数は半分の 82 名、理事・役員の平均年齢は
71 歳です。年齢の進行を止めたいですが止めることはでき
ません。これ以上会員数が減らないよう年齢を重ねても続け
られる環境づくり、新しくダンスを始める方の受入れ環境づ
くりが大事ではないかと思います。
当連盟は昨年 30 周年を迎えました。多くの先輩たちやダ
ンス愛好者に支えて頂いたからこそ今日があります。主な事
業は春季・秋季ダンススポーツ大会（即席のチーム対抗戦や
デモなど）、12 月に開催のDSCJ 公認競技会、毎週木曜日に
代官山スポーツプラザで開催の「いきいきダンスライフ」講
習会などです。毎年それぞれの事業に多くのご参加をいただ

府中市は東京多摩地区東部
に位置する人口26万の都市で
す。駅前には大國魂神社があ
り、毎年５月３日から３日間
「くらやみ祭」が行われ各地か
ら大勢の人が集まります。
さて、府中市ダンススポー

ツ連盟の主な活動は都民大会、市町村大会、生涯スポーツ大会
への参加と新春ダンスの集いの開催です。新春ダンスの集いは
大変人気があり毎年250名位が参加し、中でもドレストライア
ルでは沢山の人が踊ります。またプロの現役選手をお迎えして
華麗なデモを披露していただいています。毎年違う先生に出て
いただくので楽しみにしてくださいます。
当連盟加入のサークルは８団体で、競技会を中心としたサー
クル、楽しみながらダンスをしているサークル、福祉施設を慰
問訪問しているサークル等、それぞれ特徴を持って活動して
います。平成28年３月には多摩東ブロック競技大会を開催し

きながら十分な対応ができずに心を痛めておりますが、今後
とも社交ダンス＆ダンススポーツが生涯スポーツとして健康
維持・増進、認知症予防・改善などに役立つことなどを活動
の現場から発信できればと思っています。
最後に、私事ではありますが昨年１月にパートナーの原イ
ツ子さん（連盟副理事長・JDSF東京派遣理事）がくも膜下
出血で緊急入院・手術で一命をとりとめ、その後のリハビリ
と合わせ９ヶ月の闘病生活をしてきました。
少しずつですが競技会出場を目指して練習を再開、5月 7
日には江戸川大会に 1年半ぶりにチャレンジしました。多く
の皆様にご心配いただきこの場をお借りいたしまして感謝申
しあげます。

渋谷区ダンススポーツ連盟
副会長　上遠野　治

270組以上の選手に出場いただきました。現在、当連盟は会長
になって20年の高橋欣佑氏と、島田和朋氏を中心に諸役員に
より運営しています。
私は会長より少し遅れて連盟に入り何も分からなかったので
すが、会長のアシスタントとして連盟の役員になり、また選手
として会長と共に競技会に出場しています。これからも連盟の
発展の為に、自分の出来る範囲で皆様と力を合わせて協力して
いきたいと思います。最後に長くダンスを続けさせてくれた主
人に感謝いたします。

府中市ダンススポーツ連盟
今井　祥子

多摩東ブロック/調布市ＤＳ連盟創立30周年記念ダンスパー
ティー（調布市文化会館）が5月3日（祝・水）開催されまし
た。連盟顧問・市会議員元木勇様（車いすダンス推進リーダー）
にご挨拶を頂きました。全日本ス
タンダードチャンピオン 小嶋みな
と・盛田めぐみ組による5種目の
デモ、また男女のホールド方法の
レクチャーが行われ、爽やかなお
二人に参加者180名は魅了されま
した。9月9日（土）シニアDS
競技会にもぜひご来場ください。
（調布市ダンススポーツ連盟）

第29回世田谷区ダンススポーツ大会（世田谷区立総合運動場体
育館）が7月9日（日）視覚障がい者のブラインドダンス（ＢＤ）
普及戦を併設して実施されました。ＢＤ23組の内、九州や和歌
山等の遠方より参加がありました。東京2020を見据え、パラス
ポーツへの取り組みに踏
み出しました。
（世田谷区ダンススポーツ

連盟）
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調布市 世田谷区

小嶋・盛田組はSpA級に認定され
ました。 ブラインド戦スタンダード入賞者　保坂展人世田谷

区長よりご挨拶
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江戸川区から４名で参加させて頂きました。バス1台でしたが、か
えって和気あいあいで楽しかったです。篠田沙代子講師のレクチャー
（ワルツ）のアシスタントをさせて頂き、とても勉強になりました。

（桑田義孝・桑田敏子/江戸川区）
新宿西口に着くと雨が降っ
ている。バスに乗り込むとお喋
りで楽しいひと時、あっという
間に、こんにゃくパークに着き
ました。こんにゃくラーメンが
美味しかった。ホテルに着き、一
服してホールへフリーダンス。
ワルツの講習会は分かりやす
く、丁寧に教えて頂き良かった。
トライアルにも参加し、男性

陣が多く、一杯踊って
頂きました。宴会は美
味しい和食でした。カ
ラオケ、温泉と、皆様に
大変お世話になりまし
た。
（橋本弘子/新宿区）

9/10 　第 30 回 ねんりんピック
場　所：秋田県立体育館
9/24 　平成 29 年度 都民生涯スポーツ大会
場　所：駒沢体育館

11/5 　関東甲信越ブロック大会
場　所：栃木県小山市
11/12 　第 25 回 都道府県対抗全国DS大会
場　所：愛媛県　松山総合コミュニティセンター体育館

10/7 　ダンススポーツフェスティバル in 東京 2017
10/8 　第 37 回 三笠宮杯全日本DS選手権大会
場　所：東京体育館

5/11 「ブレイキン」（ブレイクダンス）
2018年ユースオリンピック正式種目採用記者発表
会が岸記念体育館で行われた。
7/2 「青春を、熱く踊れ。」
人気コミック『ボールルームへようこそ』（原
作竹本友/講談社）がTVアニメ化。MBS/
TOKYO MXほかで放映中。
http://ballroom-official.jp/
7/21 「社交ダンス  イタリア！初の世界大会」
TBS金スマ2時間特別枠で、三笠杯から
JDSF強化練習、そしてイタリア「アンコナオー
プン」。世界選手権へ向けての活躍が特集さ
れた。

5 月

7月

今回は、参加者50名でゆったりバスの旅。ホテル聚楽に到着後は、講習会（ワルツ /篠田沙代子講師）にダンスパー
ティー。こんにゃくパーク（１日）、世界遺産・国宝 富岡製糸場（２日）等見学、ついお土産も次々増えて・・充実した研修・
親睦の旅になったと思います。平成30年は大島（1月）、ぜひ多数ご参加ください。　　　　　　　　　 　　 　（今泉　清隆）
講習会では、自作のワルツ アマルガメーションで講習をさせていただきまし

た。上体のライトネス ローテーションやダイナミクス ローテーション、 以上の
ことからなるショルダーゾーンにおけるトーション(絞り)とコスメティック
スウェイの関係性、を説明しました。また下半身にお
いては、ロゥア、レジスト、コントロール、プッシュ、
リカバーという一連のドライブアクションをするこ
とでウエイトの移動をスムーズに行うことができる
ようになり、カップルのコネクションのコントロー
ルが上達していました。
１日めはお天気が不安定でしたが、群馬県名産の

生芋蒟蒻の試食会、講習会やトライアル、ミキシン
グで楽しめましたし、参加した皆様とダンス交流出
来ました［＊男性全員と踊って下さいました！］。こ
の日の夕食会では食後にカラオケもあり、私もデュ
エットで一曲唄わせて頂きました。踊りの後は水上
温泉で足腰の疲れを癒し、お肌の調子も良くなって嬉しかったです。
２日めには観光もあり、朝のうちは少し雨が残りましたが、結局お昼から

日差しが出てきて、富岡製糸場という世界遺産になった工場跡の見学も出
来て有意義に過ごす事が出来ました。楽しくて充実の東京都ダンススポー
ツ連盟の旅行に参加させていただき、居樹会長や皆様には大変感謝してお
ります。　 　 　 　 　（講師・篠田沙代子/シノダスポーツダンスクラブ）
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受付（ヒールカバーチェック）

　「ヒールカバーチェック有」大会要項（シラバス）やパーティー
案内等で目にされたことがあるでしょうか？
　実は、ヒールカバーには2種類あります。ひとつは樹脂製
キャップ型、主にシューズの保護目的。ここでいうヒールカバー
は革製（起毛）をヒールに巻き付けて、床材保護のために着装しま
す。体育館等公共施設では利用条件にスパイクや底の堅い靴等の
利用が制限されるため、ダンスのために借用する際のお約束事。
　「サークルに入って、最初にヒールカバーの巻き方を習いました。」「受付でスタン
ダード、ラテン１足ずつチェックします。」確認済シールを踵に張る会場もあります。
　脚下照顧。「新品、革製」のヒールカバーのご用意をどうかお願いいたします。
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