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第 8号 

長野県ダンススポーツ連盟は
東日本大震災復興を支援し、被災者を応援しています。 

3 月 11 日の大震災から 2か月半がたちました。500ｋｍにも及ぶ広範囲で多くの町が甚大な被

害を受け、2万人以上もの尊い命が奪われ、原発事故による放射能汚染も不安な状況が続いてい

ます。一丸となって被災地の復興を支援しましょう。 

 長野県ダンススポーツ連盟は、5月 7日(土)長野運動公園総合体育館で大震災支援交流会を 

開催し、収益のすべて（122,853 円）と義援金箱分（13,087 円）を震災復興支援金として寄付しました。 

県内のダンス愛好家、各支部、各サークルからも続々支援金が寄せられています。集まった 

支援金は JDSF 日本ダンススポーツ連盟を通じて被災地へ送られます。 

5/20 現在で支援金をいただいた団体は以下のとおりです。（順不同敬称略） 

つくしダンスサークル、ダンスクラブオリオン、 

大震災支援交流会の受付で義援金を 
お願いしたマスコットのなっちゃんです 

ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ長野北信、グリーングラース、 

やまゆり、ダンスサークルリンク、広丘ステップ、

長野市スポーツダンスクラブ、レッツダンスクラブ、

塩尻 DSC、ザラスティックラバーズ、ムーンリバー、

コイズミダンスサークル、クレージーダンサーズ長

野、伊那ふれあいダンスクラブ、雪割草、竹内弘子、

羽田・小出組、コンドーダンシングチーム、中野市

ダンススポーツ連盟、県東信支部。掲載に間に合わ

なかった団体は長野県ダンススポーツ連盟ホームペ

ージと次号のクロバー通信に掲載されます。 

 

高橋 淳 長野県ダンススポーツ連盟会長 あいさつ 平成 23 年度に向けて 

 東日本大震災により被災されました皆様に対しまして，心からお見舞い 

申し上げるとともに，被災地の 1日も早い復興をお祈り申し上げます。 

長野県連盟としましては、被災されました方々への支援の一環と 

しまして、震災支援交流会の開催、連盟主催行事での義援箱の設置、 

サークルからの義援金の受付等計画しています。 

 今年度は、組織の充実を図って新たな役員も誕生しています。また、 

昨年 43 名の新規指導員も誕生しています。この新しい方たちも、 

会員の皆様のダンスライフの向上に役立ってくれる事と思います。 

 長野県ダンススポーツ連盟の目的である 

「県民の心身の健全な発展ならびに社会貢献に寄与すること」 
を達成するために皆様のご協力をお願い致します。 

高橋 淳 会長



第３０回長野県ダンススポーツ大会が佐久市総合体育館で開催されました 

平成 22 年 11 月 14 日(日)佐久市総合体育館において第 30 回長野県ダンススポーツ大会が 

開催されました。Ｂ級戦以下さまざまな区分にのべ 430 区分、254 組の競技選手が日頃の 

練習の成果を披露しました。Ｂ,Ｃ,Ｄ,１,３,５級戦に加えプレジュニア戦、ジュニア小学生以

下戦、ジュニア中学生以下戦、女子同志のペアで踊る女子高校生以下戦、新人戦、グランドシニ

アＢ級戦の区分も設けられ熱戦が繰り広げられました。 
大会の様子 

 

 
開会式での選手宣誓 

 

 

 

 

 

 
審判員も真剣です 

 

ジュニアからの手紙 
 

 

平成 22 年 6 月 13 日(日) 

第 29 回長野県ダンススポー

ツ大会のプレジュニアに出

場し、メレンゲとサルサを踊

った富山県の岡田愛彩さん、 

松村愛花さんからのかわい

い手紙です。ポンチャンカッ

プのスポンサーである信陽 

食品㈱の斉藤実社長あてに 

届きました。長野県ダンスス

ポーツ連盟にとっても励み

になりました。 

さきごろ、ジュニア育成のための募金がありました。 
寄附された団体を紹介します。須坂レッツダンスクラブ(県連盟へ)、 
スヌーピーダンサーズ長野（ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ長野北信へ） 



年末ダンススポーツフェスティバル 約 500 名の参加者で盛大に開催されました 

昨年12月 18日(土)松本市

総合体育館において年末

ダンススポーツフェステ

ィバルが開催されました。

今回で2回目になるこの企

画は、指導員紹介があり

「県下指導員と踊ろう」

と銘打って、松本市総合

体育館メインアリーナに 500 名近いダンス愛好者が集い、

ダンスタイムを満喫しまし

昨年12月 18日(土)松本市

総合体育館において年末

ダンススポーツフェステ

ィバルが開催されました。

今回で2回目になるこの企

画は、指導員紹介があり

「県下指導員と踊ろう」

と銘打って、松本市総合

体育館メインアリーナに 500 名近いダンス愛好者が集い、

ダンスタイムを満喫しまし

ダンスを楽しむみなさん 

交流会の様子 

た。 た。 

5 月 1 日(日)須坂市 

メセナホールで JDSF 

の富永講師を迎え 

指導部の主催で108名

の指導員が参加しました。高橋会長の机上 

講習に続きラテン、スタンダードの実技講習 

が実施され内容の濃い研修会となりました。

ユーモアたっぷりの富永講師の話に、終始笑

声が絶えませんでした。 

 

 

 

3 月 27 日(日)長野運動公園体育館で行われた

元全日本チャンピオンの渡辺和昭・裕美組の

講習会は分かりやすいと好評でした。 

交流会で募っ 

た義援金は 

渡辺組を通し 

て一関のジュ 

ニアサークル 

へ送られまし 

た。 

  

渡辺和昭・裕美組を迎えて長野県 DSC

主催の講習会、交流会が開催されました

指導員研修会が 

開催されました 

  

  

  

  

  

  
一人娘華凜ちゃん
を連れての講習   

  

有意義な研修会 

  

  

  

  

 

 

5 月 7 日(土)長野運動公園総合体育館において通常総会 

が開催され、平成 22 年度事業報告、収支決算、平成 23 

年度事業計画、収支予算、役員改正などの議題について 

話し合われ、承認されました。 

平成 23 年度 長野県ダンススポーツ連盟 通常総会開催 度 長野県ダンススポーツ連盟 通常総会開催 

 

 

大好評の JDSF 練習着「プラクティスシリーズ」 

第 3 弾が発売されました。本製品は「吸汗速乾」 

のストレッチ素材を用いた大変着心地の良い 

トップ選手達も愛用の練習着です。「ハイネック 

ストレッチシャツ長袖」￥2300、「長袖ストレッチ 

シャツソフト衿芯」￥3900、のほか婦人用の七分袖 

のストレッチシャツ、フレアロングスカートもありま

す。申し込み、お問い合わせは事業部、大槻ま

で。ＴＥＬ＆ ＦＡＸ ０２６５－７９－２７８３ 

事業部からのお知らせ 

この広告の拡大
は県連盟のホー
ムページで見る
ことができます 

注文 1枚から OK



今回は中信支部の 

曽根原善康、小林由利 

                  ペアです。 

30 代後半でダンスに興味を持ち、サークルのダ

ンスを暫く続け、勤務の都合で途切々のダンスを

続けていました。県内勤務に戻り、パートナーに

恵まれ 5 年を過ぎて、スタンダード C 級で足踏み

状態、いつかは B 級を夢みて週末の練習に励んで

います。条件が整う頃は還暦も過ぎ、身体と気持

のバランスが取れず

に悩みはありますが、

辛抱強いパートナー

の支えが有って続け

ています。 
これからも自己へ

の挑戦と、周囲、社

会への参加も考え、

バランスの取れた楽

しく生きがいのある

ダンスを続けて行き

たいと思います。 
 

今が旬だンサー 

けいじばん 長野県ダンススポーツ連盟2011年間予定表
3 月 27 日(日) レベルアップ講習会、交流会 長野県 DSC （長野運動公園総合体育館） 

5 月 1 日(日) 指導員研修会 (須坂市メセナホール) 

ピラミッドの組織の中で一糸乱れぬ（チョット大

袈裟ですが）統率力が発揮されて役員の一人一人

が一生懸命目的を果たさんと動き回ります。そん

な状況を目の当たりに見て私は驚き感動致しまし

た。凄い組織だなと。そんな組織の連盟会長以下、

多くのスペシャリストの皆様と関わりを持てたこ

とに感謝を、また良い勉強をさせて貰った事 

に御礼を申し上げたいと思います。 

 

南信支部 中山一洋 
２年前に南信支部長を仰せつかっ 

たのに、仕事を休んでの出動が多 

く、これ以上在籍する事が困難に 

なり止むを得ず退籍することに成 

りました。この間の感想を限られ 

た字数の中でチョットだけ触れ 

てみたいと思います。県連盟役員の皆様は相当長

い間連盟の仕事をしている人達ばかりです。そし

て競技会、指導員の講習会、認定会の為の講習会、

他県への遠征、等々数え上げれば切りが無い程多

くのするべきことを淡々とこなします。 

10 月 1 日(土) 2011 信州ねんりんピックダンススポーツ大会（長野運動公園総合体育館） 

10 月 16 日(日) 全国ねんりんピック熊本ダンススポーツ交流大会 （熊本県上天草市） 

10 月 23 日(日) 第 17 回技術認定会、講習会 G2 JDSF 主催 長野県技術認定部主管 

（長野市稲里地区センター） 

10 月 30 日(日) 第 5 回北信越大会（新潟市黒崎地区総合体育館） 

11 月 6 日(日) 第 32 回長野県ダンススポーツ大会、前夜祭（佐久市総合体育館） 

11 月 13 日(日) 第 19 回全国都道府県対抗団体戦（山口県） 

11 月 20 日(日) 2011 ダンススポーツ関東甲信越大会（千葉県ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ） 

未定     年末ダンススポーツフェスティバル  

9 月 19 日(月) 第 5 回竜の里須坂ダンススポーツ大会（須坂市北部体育館） 

5 月 7 日(土) 総会および震災復興支援交流会(長野運動公園総合体育館) 

6 月 19 日(日) 第 31 回長野県ダンススポーツ大会（佐久市総合体育館） 

8 月 28 日(日) 第 15 回技術認定会、講習会 G6～G3 北信支部 (須坂市北部体育館) 

9 月 4 日(日) 第 16 回技術認定会、講習会 G6～G3 中信、南信支部（松本市寿体育館）  

9 月 11 日(日) 第 31 回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（東京体育館） 

編集後記 

ダンスのできる、健康状態、環境、境遇に感謝したいものです。 

被災された方々が一日も早くダンスのできる環境が整いますよう 

お祈りし応援します。 
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