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会長あいさつ

新年度をむかえて

日頃の活動に深いご理解と多大なるご協力
を賜り誠にありがとうございます。
19 年度は各支部での技術認定会の実施をは
じめ、第 1 回北信越選手権大会の開催又、
「誰
でも気軽に参加できる競技会」の開催に向け
各支部ごとに体制が整えられ始めるなど、地
域密着型の普及活動に力を入れ始めた一年と

第2号

会長 岡田明義
なりました。
本年度は、一般会員の皆様に今までにも増
して豊かなダンススポーツライフをご享受頂
ける様、指導員の資質向上を図るなど活動に
厚みを増してゆきたいと考えています。
本年度も皆様がご健康で過ごされます様祈
念申し上げましてご挨拶と致します。

平成 20 年度通常総会が開催されました
4 月 13 日(日)須坂市勤労者第 2 研修センタ
ーで通常総会が開催されました。
前年度の活動報告、決算、今年度の活動計画、
予算が承認されました。満 15 周年を迎える今

年度は、普及活動、競技会、指導員育成、組
織改革など基本に立ち返り、会員の方々の協
力を得ながら、さらに推し進めることを確認
しました。

技術認定会 いよいよグレード 5 がスタートします
6 月 15 日(日)須坂市市民体育館で行われる、
順次、中信支部（8/10）、南信支部（10/19）
、
北信支部主催の技術認定会をかわきりにグレ
東信支部と開催されます。詳しくは各支部の
ード５が始まります。会員皆さんの積極的な
役員へお問い合わせください。
参加協力をお願いします。

第 23 回長野県ダンススポーツ大会が開催されました
4 月 27 日(日)松本市梓川体育館において第
23 回長野県ダンススポーツ大会が 18 区分延
べ 199 組参加し中信支部主管で開催されまし
た。県内の選手はもちろん新潟、群馬、遠く

☆会報誌愛称決定☆

は千葉、静岡、埼玉、山梨県からも参加があ
りました。次頁に大会の様子を写真で紹介し
ています。ジュニアのエネルギッシュなダン
スをご覧ください。

応募

応募 4 件の中から「クローバー通信」と決定しました。 ありがとう
愛称の応募者は松本市の丸山隆一さんです。
クローバーの 4 ツ葉は長野県の 4 支部をあらわしています。
他の応募者の方にもお礼申し上げます。ありがとうございました。

第２３回長野県ダンススポーツ大会の様子

こどもダンスうんどう

この躍動感、大人も見習って！！

表彰

開会式

きまってるー

☆ 北信支部長 高橋 淳
昨年 3 月に長野支部・北長野支部が合併して北信
支部が誕生しました。北信支部の役員は、ダンスの
技術はもちろん、一般の事務処理能力にも長けた優
秀な人材が揃っています。現在は、この優秀な人材
が十二分に力を発揮し、北信支部の戦力として活動
してもらうべき支部長の力が試されているところ
です。9 月にホワイトリングで開催される 15 周年感
謝祭では、地元として北信地区の方々300 人の参加
を目標にしています。よろしくご協力をお願いしま
す。北信サークル数 21、登録人数 258 です。

☆ 中信支部長 百瀬芳正
中信支部は木曽から大町ま
で長野県の西側半分が担当区
域になります。
4 月現在のサークル数は１５、
会員数は大人 180 名＋ジュニア
33 名の合計 213 名です。内競技
選手は 80 名です。
まずは楽しむことをモットー
に、子どもから高齢者まで楽し
いダンスが出来るよう色々な
企画を考えています。皆さん参
加してくださいね。
座右の銘は「百錬自得（ひゃく
れんじとく）」です。覚えが悪
いものですからパートナーに
叱られながら日々鍛錬を積ん
でいます。

支部長
さーん
の紹介

☆ 東信支部長 原田一美
現在、サークル数は１９、会
員数２５４名、内選手が１０９
名、ジュニアが１７名になり昨
年度とほぼ同じである。今後の
東信地区は交通網の整備により
長野県の玄関あるいは、競技会
の核になっていきそうです。北
関東自動車道がまもなく全面開
通することや、また将来、中部
横断道が佐久に接続されます。
これにより北関東あるいは、東
北南部が日帰り可能になり、観
光地軽井沢も集客の要因となっ
て、参加選手が増加していくと
予想されます。長野選手の活動
が、関東圏になっていくのかも
知れません。頑張りましょう。

☆ 南信支部長 河西紀生
支部長を受けて３年目に入りました。組織が何も
できていなかったので目下組織作りに躍起、会員数
も一番少ない、どうやったら会員を増やすことが出
来るだろうか？？？。現在県連盟の南信の役員に南
信支部の役員をやってもらっています。今は行事も
パーティー、認定会、後は県連盟の御手伝いですの
で今のメンバーでなんとかなっていますが、今年は
新メンバーを募りこれからの活動方針等を決めて南
信支部の会員の皆様のお役にたてればと思っていま
す。16 サークル、164 人の登録です。

長野県ダンススポーツ連盟
創立 15 周年記念大感謝舞踏会
９月１３日(土よう) 12：30 より
長野市 ホワイトリング
ゲスト アンドレア・ギジャレーリ
＆サラ・アンドラッキオ
一人￥2,000

今が旬だんさー

御代田町の武井健太朗くんを紹介します

皆さん、こんにちは。僕は、 御代田町に住
んでいる 武井健太朗です。
僕は 小学校４年でダンススポーツに出会い、
「ダンススポーツのオリンピックで金メダル
をとりたい！」
「ジュニアチャンピオ
ンになりたい！」
「世界大会に出場し
たい！」を、夢に５年生から中学校
２年生の９月まで 北海道小樽で
ダンス留学をしていま
した。
小樽ではレッスンも生
活のすべてもダンスの練
習でした。フラメンコ・
ジャズダンス・Hip Hop・
タップ・ハウス・サルサ・剣舞。今の僕があ
るのは、留学をさせてくれた家族、北海道の
先生、一緒に踊り続けた仲間達のおがけです。

そして今回 その中の夢が一つ叶いました。そ
の夢とは・・・・『世界ジュニア選手権出場』
です。
５月には、スペイン・サロウで 行
われる 世界ジュニア選手権に 日本
代表として派遣される事になりま
した。そして、今年の大
阪大会にて、来年の世界
大会 ラテン・スタンダー
ドの両部門の出場権も獲
得し、あと世界ジュニア１
０ダンス出場権獲得めざし、
頑張っています。
スペインでは、自分の出せる力を出しきって
頑張りますので どうぞ これからもよろしく
お願いします。
武井健太朗

第 24 回長野県ダンススポーツ大会 ７月１３日(日) 佐久市総合体育館
出場申し込み受付中。練習の成果を存分にお試しください。前夜祭もあります。
申し込み要領は連盟ホームページまたは連盟役員までお問い合わせください。

けいじばん
4 月 13 日(日)
4 月 27 日(日)
6 月 15 日(日)
7 月 13 日(日)
8 月 3 日(日）
8 月 10 日(日)
9 月 13 日(土)
9 月 15 日(月)
9 月 20 日(土)
9 月 28 日(日)
10 月 25、26 日
10 月 19 日(日)
11 月 2 日(日)
11 月 9 日(日)

長野県ダンススポーツ連盟のおもな年間行事

平成 20 年度通常総会 須坂市ピュアセンター
第 23 回長野県ダンススポーツ大会 梓川体育館
第 6 回技術認定会 須坂市市民体育館
第 24 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)
第 3 回オールジャパンジュニアダンススポーツカップ 東京駒沢体育館
第 7 回技術認定会 松本市総合体育館サブアリーナ
連盟創立 15 周年記念感謝祭 長野市ホワイトリング
第 2 回竜の里須坂ダンススポーツ大会 須坂市北部体育館
信州ねんりんピック・ダンススポーツ交流会 信州スカイパーク
北信越選手権大会 長岡市
三笠宮杯 全国子どもダンスうんどう大会 東京体育館
第 8 回技術認定会 南信支部
東部ブロック選手権大会 藤沢市秩父宮体育館
第 25 回長野県ダンススポーツ大会 梓川体育館

あとがき
編集部では、
「今が旬だんさー」の記事を募集して
います。自薦他薦は問いません。競技に出ていなくても、
カップルでなくても構いません。広報部 後藤晋
TEL&FAX 0269-22-7416 までご連絡をお願いします。
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