
　昨年に引き続き奇跡的に連覇を達成する事が出来ました。
というのも今回主力 (？) 桑田組のリーダーが肋骨を 4 本
折るという災難に遭い、急遽代りの選手を立てました。当然

「連覇は無理だろうな……」と思っていましたが、ところが
どっこい優勝してしまったのです。
　その前に皆んなから「今回連覇出来たら来年から桑田さん
はいらないね !」なんて冗談をいわれながらも、これが実現
してしまったのです。
　飛び上がって喜びましたが、一律の寂しさの中で選手宣誓
のとおり美味しいビールを戴きました…… !(^^)!

監督  桑田 義孝

　北区のフォーメーションは技術認定のルーティンをベー
スとして、始めて1年の初心者と指導員のチームです。
フォーメーションは仲間作り、そして地域の発表に使える
もの。どうぞこれからも温かい応援をお願いします。

　6 年連続出場の杉並区「ファーストステップ」です。スタ
ンダード種目のみの（W・T・Q）構成は初めてで、線と円
を全員で意識して練習しました。会員の一体感が生まれ、
いまはやり終えた達成感で満足しております。

　競技選手を引退する年代になっても、フォーメーションは仲間
との「練習とアフター」を楽しむ究極の生涯スポーツです。今
年はダンス最初の一歩「マイムマイム」とサンバのバウンスアク
ションを楽しみました。シニア新入生も参加しました。

　都民生涯スポーツ大会に大田区から出場させていただきまし
た。私たちのサークルは創立以来毎年のパーティでフォーメー
ションを取り入れ、全員参加をモットーに行っています。当日は
大会場で緊張しながら皆で楽しみました。

今年の都民生涯スポーツ大会団体競技には 35 という多くの区市のチームにご参加いただきました。また
フォーメーションにも大田区、杉並区、北区と西東京市の４区市からの出場をいただきました。さらに昨年に
引き続き２回目となる東京都ブラインドダンススポーツ競技会が併催され、熱戦が繰り広げられました。

開会式が終わって、選手が各区市の陣地に戻るや否や其
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が沸き上がり、気分が最高潮に達
したなかで競技が開始されました。熱戦の結果、昨年に引き続き江戸川区の優勝となり成功裡に大会を終える
ことができました。最後に、大会役員や多くの方々のご協力に深く感謝申し上げます。

9月29日(日)　駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館

実行委員長
則内 慶彦

2019年 都民生涯スポーツ大会 ダンススポーツ
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都民生涯スポーツ大会二連覇です!!
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10月5日（土）

　今年も200名を超す参加申込みを受けバス5台。多摩 5ブロッ
クの運営委員による手造りのふれあい研修旅行です。各地にバス
を配車し、1泊 2日の旅に行ってきました。前週は台風 15号の接
近で目的地伊東も少し被害を受けたと聞きました。また特に房総・
千葉県の皆さんは屋根の被害や永い間の停電等で大変ご苦労され
た様です。心からお見舞い申し上げます。幸い私達の旅行は天気
に恵まれ、各地から会員を乗せたバスは東名・足柄サービスエリア
で合流、各自昼を済ませ、中伊豆ワイナリーでワインの試飲を楽し
み、宿のホテル・サンハトヤへ。夕食はシアターでのショーを見な
がらの食事から全員でパーティ会場へと移動。ミキシング、トライア
ル等を楽しみ、各自室での二次会へ。2日目、宿を9時半出発、
三島大社へお参り、伊豆フルーツパークで昼食を取り、小田原で

おみやげを求めて各地へ
の帰途へ。役員会では
次年度の旅行はお休み
とし、令和 3年第35回
大会を開催、秋には35
周年を祝う旅行を皆さん
と造り上げたいと考えて
おります。

　秋の東京都ダンススポー
ツ連盟主催交流パーティが
開催されました。居樹都連
会長をはじめとするメンバー
手作りのパーティは温かい
雰囲気が特徴で、会場で
はおよそ100名のダンスファ
ンが、ダンスタイム、ミキシ
ング、トライアルと気持ちよ
くダンスを楽しみ、初秋の
１日を踊り過ごしました。

　次回の連盟主催パーティは、2020年 1月5日（日）の「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）。PDア
テンダント多数参加、
生バンド出演のひと味
違った特別なパーティで
す。ぜひ新年の予定に
チェックを入れておいて
ください。

多摩ダンススポーツ振興会
親睦研修施行

東京都ダンススポーツ連盟
交流パーティ

9月14日（土）・15日（日）

多摩ダンス振興会 北区滝野川西区民センターふれあい館

8月4日(日)　狛江市民総合体育館

第52回 東京市町村総合体育大会 ダンススポーツ競技

　大会に参加くださった皆さま、また、当日の役員を引

き受けてくださった皆さま、ありがとうございました。

　おかげさまで狛江市は、強豪他市を押さえて、優勝

という連盟史上初の快挙を成し遂げることができまし

た。これも、選手の皆さまの日頃の厳しい練習の成果

です。涙が止まらないほどの感動を味わわせてくれた

皆さまに、監督として、この場をお借りして、心から

お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

狛江市 監督　高橋 利夫

優　勝 狛江市
準優勝 あきる野市

3位 立川市

4位 調布市

5位 八王子市

6位 昭島市

7位 小平市

8位 羽村市 令和元年度 東京都市町村
総合体育大会 優勝！
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　江戸川区ダンススポーツ連盟を20年以上
引っ張って頂いた、佐藤ツサ子前理事長の
後任を受け、昨年5月に理事長に就任しま
した石川潔治と申します。
　昨年より1年間事務局長の桑田敏子さん、
ご主人の桑田義孝副理事長をはじめ、役員
の方々に支えて頂き、なんとかやって参り

ました。皆様有難うございます。
　江戸川区は連盟創立が、昭和56年という歴史ある連盟です。加盟
サークル数が最大時の25から現在は7サークルへとなり、加盟サー
クルや競技者の減少が大きな悩みです。
　この事は他の連盟も同じ様な現状で
はないかと思います。以前はダンス愛
好者開拓のため、毎月初心者無料講習
会を行っていましたが、参加者が減少
し現在は開催してません。
　ダンス愛好者を増し、ダンス界が盛
り上がる良いアイディアをお持ちの連
盟の方は、是非この紙面で発表して頂
ければと思います。

　あきる野市ダンススポーツ連盟は、旧秋川市
教育委員会主催の社交ダンス初心者講習会
の修了生が設立した、秋川社交ダンス同好会
を母体として1988（昭和63）年に、秋川市社
交ダンス連盟として設立しました。その後、1995
（平成７）年に秋川市が五日市町と合併し、あ
きる野市が
誕生し連盟

の名称も、あきる野市ダンススポーツ連
盟と改定し現在に至っております。
　加盟サークルは、４サークル８グルー
プで構成し会員数延べ260名が月・
火・水・木・金・土・日曜日に体育館、公
民館、ふれあいセンター、ファインプラザ
等で活動しています。理事会は各サークルから選出された役員、理事27
名で構成し、活動内容は、初心者講習会を年間を通して開催・総合ス
ポーツ祭ダンススポーツ大会開催・新春ダンスパーティ主催・チャリティダン

　当区競技会に出場された事の有る方は、お気付きだったと思いま
すが、江戸川区の体育館では直に踊る事が出来ませんでした。フロ
アにダンス専用のパネルを敷き、競技会を開催していました。それ
が昨年からついに直のフロアでの競技会が実現できることとなりま
した。
　これは経費の面だけでなく、区民大会以外の催しにも体育館を活
用する道が開け、大舞踊会の開催も可能です。これから役員の皆様
と一緒にアイディアを出し合って企画して行きたいと思います。
　秋の生涯スポーツ大会といえば、江戸川区は昨年の優勝区。また
過去にも優勝した事があり、今年も優勝を狙っております。この原

稿が載る頃は、結果が出た後だと思い
ます。どうなっているか楽しみです。
若い選手が頑張ってくれていますが、
またダンス界の高齢化もあります。ダ
ンス界を盛り上げるように皆様一緒
に、頑張ってまいりましょう!!
（結果は2連覇、連続優勝をものにし
ました）

江戸川区ダンススポーツ連盟
理事長　石川 潔治

スパーティ主催・社協への寄付・ダンススポーツ競技会開催・隔年の西ブ
ロック大会の主管・体協、JDSF東京、競技会への役員派遣等を行っ
ています。また、各年度、年３回開催される各都民大会・市町村総合体
育大会ダンススポーツの部には、代表選手団を派遣しています。
　2016年度第49回市町村総合大会では準優勝、2017年度第50回
市町村総合大会では優勝、2018年都民生涯スポーツ大会では第６位、

2019年度第51回市町村総合
大会では準優勝という結果を
記録しています。
　高齢者にとってもダンススポー
ツは安全で脳の活性化・老化
の抑制・心肺機能アップ・脂肪
の燃焼・綺麗で健康的な身体
姿勢作り・体力の向上に繋がり

健康の源であるということをPRし愛好者拡大を図りたいと思います。
あきる野市ダンススポーツ連盟

会長　福田 智行

城西ブロック豊島区内には全国で一番ダンス教室が多いと聞いております。
少しでもダンス愛好者が増える、普及する、それ自体が社会貢献につながると思っております。中野区では毎年体育の日に初心者講習会

を含めたダンススポーツフェスティバルを行っています。またブロック競技会では中野区連盟杯を創設しました。豊島、練馬、板橋区も独
自のダンスパーティを開催して地元に貢献しております。

できることからコツコツと皆さんと一緒に継続、発展させていきたい。若い方が多く参加して頂いてさらに強い絆を築き、楽しい活気あ
るブロックにしたいと願っております。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 城西ブロック 中野スポーツ連盟　巽 秀雄

※ 中野駅前は再開発で中野サンプラザ取り壊し、区役所移転、新体育館建築と来年には様変わりになりますよ。

城西ブロック

第52回 東京市町村総合体育大会 ダンススポーツ競技 江戸川区江戸川区

あきる野市あきる野市
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次回の「加盟団体のひろば」は港区・東村山市の担当です。

かがやいてますねかがやいてますねかがやいてますね
横田 徹・三ツ村 有加（日野市）横田 徹・三ツ村 有加（日野市）

都民生涯スポーツ
C級相当ラテン

日野市は明るく楽しい仲間ばかり。おまけにパートナーは最高 ! 2人で踊っ
てもみんなで踊っても、とにかく楽しい。団体戦は毎度メンバー不足が悩みで
すが、これをきかっけに仲間が増えたら、またまた最高！

区市短信
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　都民生涯スポーツ大会の場を借りて、2 回目となる東京都ブラインドダンススポーツ競技
会が開催されました。今年は昨年の反省を踏まえ、オープン戦とビギナーズ戦の 2 区分に
し、優勝者には盾を贈るかたちでの大会でした。
　他の行事と重なったサークルもあり出場組数を心配しましたが、昨年と同じ位の申し込み
がありひと安心。大勢の観客と声援のなか、選手一同、精一杯踊り楽しんでいただけたと
思います。
　ブラインドの皆さん来年も楽しく踊りましょう。 ブラインド担当ディレクター  野村 利治

　ラテン・スタンダード両
部門で優勝でき、とて
も嬉しいです。
　生涯スポーツ大会
団体戦の出場者や

役員のみなさんからたくさ
んの声援をいただき、楽
しく踊ることができまし
た。みなさん応援あり
がとうございました！

オープン S ビギナーズS

オープン L ビギナーズ L

WDSF「魅惑のダンススポーツ」写真展
撮影：西田おさむ
協力：東京都ダンススポーツ連盟、日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

　東京都の大会等で、いつも素敵な
写真を撮っていただいている西田
おさむ公認カメラマンがダンスス
ポーツ写真展を開きます。
　数は限られますが、躍動する西田
カメラマン自信作の数々で、ダンス
競技の素晴らしさを実感させてく
れる作品ばかりです。ぜひ足をお
運び下さい！

　10月1日（火）、令和
元年度の東京都功労者
として、新宿区ダンスス
ポーツ連盟が表彰を受
けました。区連盟を代表
して、小池百合子都知
事から今泉清隆会長が
表彰状とクリスタルを受
け取り、より一層のダン
ススポーツ振興を固く約
束してきました。

新宿区ダンススポーツ連盟
都民の日に表彰

ダンススポーツ写真展 新所沢公民館

場　所：「新所沢公民館内ギャラリー」
　　　　（西武線新所沢駅より徒歩6分／入場無料、出入り自由）
日　時：11月16日（土）〜25日（月）9時〜21時
　　　　（18日（月）17時まで、25日（月）12時まで）

ラテン / スタンダード優勝

池田 貞道／水野美貴子
（江視協ダンスサークルドリーム）

（晴眼者）

11/4 月祝  2019ダンススポーツ関東甲信越大会・第 21 回関東甲信越ブロック選手権
 場所：駒沢オリンピック公園 体育館
11/9 土 ダンススポーツフェスティバル in 東京 2019・三笠宮杯選抜戦最終選考会
 第 39 回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（１日目）
	 場所：駒沢オリンピック公園 体育館
11/10 日 第 39 回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（２日目）
 場所：駒沢オリンピック公園 体育館
11/17 日 JDSF公認指導員 ABC級 研修会　場所：西東京市南町スポーツ・文化交流センター
11/24 日 JDSF公認指導員 ABC級 研修会　場所：町田市立総合体育館

2020.1/5 日　新春大ダンスパーティ　場所：新宿コズミックスポーツセンター
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