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第1号

長野県ダンススポーツ連盟会報誌発行によせて
長野県ダンススポーツ
連盟加盟サークル会員の
皆様、日頃より連盟の活
動にご理解ご協力をいた
だき誠にありがとうござ
います。
当連盟は今年 8 月に満
14 年を迎えいよいよ 15
年目に入りました。
これはひとえに 1000 名近
会長 岡田明義
い会員の皆様のご協力の
賜物と心より感謝をいたし、御礼申し上げま
す。

連盟の創立以来「事務局便り」を不定期で
はありましたが８０余の全サークルに配布さ
せていただいておりました。また、当連盟も
ホームページを開設し、会員の皆様に活動の
報告や予定をお知らせしてサービスに努めて
おります。しかしながら、ホームページだけ
でなく、すべての会員の皆様に平等によりわ
かり易い情報サービスを提供しなくては、と
いう思いで、ここに第１号の会報誌を発行さ
せていただくことになりました。
回を重ねる毎に皆さんのご意見をお聴きし
ながらより充実した会報誌を創って行きたい
と思いますのでご協力のほどをお願い申し上
げます。

平成 19 年度 通常総会開催
4 月 22 日(日) 小諸市文化センターにおいて
長野県ダンススポーツ連盟通常総会が開催さ
れました。
平成 18 年度の事業報告では、組織づくりの
推進、ダンススポーツの普及発展ができたこ

☆会報誌愛称募集中☆

と、ジュニア関係の活動、技術認定会の開催
など会員の拡大に力が注がれたことなどがあ
げられました。さらに、平成 19 年度は普及活
動に力を入れる 1 年とし、各専門部の事業計
画について話し合われました。

会報誌のなまえ
つけてほしいにぁ

編集部では本会報誌の愛称を募集しています。
分かりやすく、親しみやすい愛称を付けてください。
応募はＦＡＸで編集部（0269-22-7416 後藤）まで、
氏名、住所、TEL、会報誌の愛称を明記して送ってください。

第２１回長野県ダンススポーツ大会開催される
第１回北信越選手権大会併催
回を重ね、21 回目となる長野県ダンススポーツ

が輝きました。北信越選手権グランドシニアでは

大会がさる 7 月 1 日佐久市総合体育館で開催され

Ｓ，Ｌ共に長野県選手が優勝しました。個人戦オ

ました。さらに、富山県連盟の笹山会長の声賭け

ープンのスタンダード部門では前夜祭で講習会と

（JBDF,JDSFA 級）
が優勝し、
もあり第 1 回北信越選手権大会が併催されました。 デモを披露した大埜組
合計 20 区分、延べ 544 組の選手がダンススポーツ

小柄ながらパワフルな踊りを見せてくれました。
また、今回はジュニア部門のエントリーが多く、

の日頃の成果を競いました。
北信越選手権では北信越 5 県（新潟、富山、石

大会は大いに盛り上がりました。昼の休憩時間に

川、福井、長野）の代表的な選手のほか、東京、

は子どもダンスうんどうの発表があり、長野県と

千葉、群馬などの都県からもエントリーがありま

県外のちびっ子が合同で息の合った演技を披露し

した。団体戦では総合でみごと長野県に初の栄冠

ました。

ＪＤＳＦ(日本ダンススポーツ連盟)は、ダンス愛好者
とこれからダンススポーツを習得しようとする人を対
象に、ダンススポーツの普及と技術の向上を目的とし、
生涯スポーツとしてのダンススポーツ人口の拡大、会員
の自己実現を支援する仕組みとして技術認定制度を推
進しています。
長野県ダンススポーツ連盟は以下のように認定会
（技術講習会つき）を開催しました。
第1回
第2回
第3回
第4回

6 月 10 日(日)須坂市北部体育館
8 月 25 日(土)松本市総合体育館サブアリーナ
10 月 24 日(水)須坂市北部体育館
10 月 28 日(日)上伊那郡信州大学農学部体育館

参加者からは、講習内容は分かり易く、認定会の試験
の難易度も適度で、フォローパートナーが役員や上級者
で楽しかったという意見が多く寄せられました。
興味のある方、参加希望の方はお近くの連盟役員また
は普及部西尾正之(ＴＥＬ０２６５－７３－６８８７)
までお問い合わせください。

Topics

第 22 回長野県ダンススポーツ大会
11 月 24 日(土)

迫る

松本市信州スカイパーク体育館

北

信

支

部

設

以前

立

合併後の支部
と会長名

北長野支部

今年度より長野支部と北長野支部が
合併し、北信支部が設立されました。
組織は右のように変更になりました。
4 月 28 日(土)長野アークスホールにお

北信支部
高橋 淳

長野支部
東信支部

いて設立会議が開催され、設立の確認、
組織構成、今後の活動などについて
話し合われ採択されました。
連盟の組織がますます強固なものになり
ました。

東信支部
原田一美

中信支部

中信支部
百瀬芳正

南信支部

南信支部
河西紀生

子どもダンスうんどうの現状
長野県のダンススポーツの将来と発展を担う子どもたちの育成は、連盟の使命でもあります。現在、
長野県内では、主に 3 つのジュニアサークルが活動しています。以下を表にして紹介します。
地区

北信

東信

中信

名称

ジュニアダンススポーツ 長野県ジュニアダンスス ジュニアダンススポーツクラブ
クラブ・長野北信

ポーツクラブ・佐久

塩尻

(いまはありません)

ゆめ佐久チーム

ダンスキッズ・レザン

子どもの人数 14 名

17 名

30 名

代表者と

羽田 和弘

井上 嘉徳

百瀬 芳正

０２６-２３２-２５３８

０２６７-６８-３３９９

０２６３-５２-４５０１

愛称

連絡先
最近の

7 月 1 日(日)佐久市総合体育館

9 月 8 日(土)あがたの森公園

イベント

第 21 回長野県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会で子どもﾀﾞﾝｽうんどう

松本市公民館発足 60 周年記念で

ﾘｽﾞﾑ体操を群馬県、富山県のｼﾞｭﾆｱと演技を披露

ｻﾙｻ、ﾘｽﾞﾑ体操、競技ﾀﾞﾝｽ発表

最近の結果

10 月 20 日(土)東京体育 10 月 20 日(土)東京体育館で行われた第 4 回全国子どもﾀﾞﾝｽ
館、今年は行きませんが、 うんどう大会に出場し、ゆめ佐久ﾁｰﾑとﾀﾞﾝｽｷｯｽﾞﾚｻﾞﾝがそろ
来年は期待してください。 って、14 組中上位 4 組に選ばれみごと金賞を受賞しました。

今後の予定

11 月 4 日(日)塩尻市広丘、松本
市今井公民館、文化祭で発表ほか

コメント

ジュニアたちはあっという

子ども達のこれからの人生の

練習では、曲が終わると散らばっ

間に上手くなっていきます。 中でダンスを好きになるか嫌

て、すぐに遊びが始まります。

指導者もオチオチしていら

いになるか、大きな責任をジュ

公民館の壁をぶち抜いたことも

れません。お手伝いしていた

ニア指導者は持っています。さ

あり、指導員の声もつい大きくな

だける方大募集中です。楽し

まざまな能力を持った子ども

り、コラー！！。しかし、日増し

いですよ。

達、一人ひとりの目線に立ち、 に上達していく姿を見ると、頑張

ブログあります。見に来てく

それぞれの能力をスムースに

ださい。チーム名で検索でき

引き出せるような指導者にな

ます。

りたいとおもいます。

らなくちゃと思います。

第 1 回竜の里須坂ダンススポーツ大会開催
9 月 17 日(月)須坂市北部体育館で第 1 回竜の里
須坂ダンススポーツ大会が開催されました。この
大会は日本ダンススポーツ連盟の公認で須坂市ダ

競技区分は最高レベルのドラゴン戦から、ダン

ンススポーツ協会が主管しました。そして、何よ

スを楽しみながら競技に参加できるエンジョイ戦、

りも須坂市体育協会が主催することに意義があり

小学生以下のジュニアが参加するジュニア戦とひ

ました。これを機に、ダンススポーツがさらに位

じょうに盛りだくさんでした。子どもダンスうん

置づけを確固たるものとし、長野県のダンススポ

どうの演技も披露され、意義ある大会になりまし

ーツの普及、発展の牽引役となることは確かです。

た。

事 業部より
○
2007 東京オープンインターナショナルの DVD を￥4000 で販売

ダンスミニくいず

しています(送料別途)。他に、技術認定 DVD、標準アマルガ

ワルツ

メーション DVD、ガイドブックもあります。またダンスミュ

ターンの５歩目の右足のフットワーク

ージック Vol.６が 10 月 20 日より販売されています。ご希望

は「トウ」である。○か×か？

の方は、連盟役員または事業部原田(0267-23-2740)まで。

けいじばん

男子のナチュラル

スピン

答えはあとがきにあります。

長野県ダンススポーツ連盟のおもな年間行事

4 月 22 日(日) 平成 19 年度通常総会 小諸市文化センター
5 月 26 日(土) 北信支部設立
6 月 10 日(日)第 1 回技術認定会 須坂市北部体育館
7 月 1 日(日)第 21 回長野県ダンススポーツ大会 佐久市総合体育館 (前日に前夜祭)
7 月 7,8 日 中信支部主催ダンス交流会 山ノ内町志賀高原
8 月 18,19 日 第 2 回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ 富山県総合体育センター
8 月 25 日(土)第 2 回技術認定会 松本市総合体育館サブアリーナ
9 月 17 日(月)第 1 回竜の里須坂ダンススポーツ大会 須坂市北部体育館
9 月 28 日(金)信州ねんりんピック・ダンススポーツ交流会 飯山市戸様地区活性化ｾﾝﾀｰ体育館
10 月 20,21 日 三笠宮杯 第 4 回全国子どもダンスうんどう大会 東京体育館
10 月 24 日(水)第 3 回技術認定会 須坂市北部体育館
10 月 28 日(日)第 4 回技術認定会 上伊那郡信大農学部体育館
11 月 18 日(日)東部ブロック選手権大会 宇都宮市体育館
11 月 24 日(土)第 22 回長野県ダンススポーツ大会 松本市信州スカイパーク体育館

あとがきとおしらせ
次号では「ダンスと私」というコーナーを
設ける予定で、ダンスについての熱い思い、
ご意見を募集します。ご要望もお寄せください。
ｸｲｽﾞの答え：×です（
「ヒール、トウ」
）
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