
1．名誉役員（3名）

№ 役職 再新 氏　名 職　　　務 サークル名 地区

1 名誉会長 新 　川内　博史 　名誉役員  ＤＳさくらじまクラブ 県都

2 顧　問 新 　大重　笑子 　県体育協会関係渉外  ＤＳさくらじまクラブ 県都

3 顧　問 新 　岩重　洋一 　経理・財務関係 　ひまわりＤＳクラブ 県都

2．役員（理事15名・監事：2名）

№ 役職 再新 氏　名 職　　　務 サークル名 地区

1 会　長 再 　吉原　睦巳 　JDSF正会員、ブロック運営委員 　ベーシック・キャンセ 県都

2 副会長 再 　柳田　浩美 　競技本部長、国体準備姶良開催担当 　舞すてっぷ蒲生 県央

3 副会長 再 　中野　久美子 　JDSF正会員、指導本部長兼メディア広報部長 　ひまわりＤＳクラブ 県都

4 副会長 再 　安楽　剛 　組織本部長・競技会エントリー受付担当 　水曜会 県央

5 常務理事 再 　吉原　眞智子 　事務局長、登録管理他 　サークルエンジョイ 県都

6 常務理事 再 　楠畑　富子 　事業本部長 　ベーシック・キャンセ 県都

7 常務理事 再 　井上　朝子 　ジュニア育成部長 　山下サークル 県都

8 常務理事 再 　井手　裕美 　大隅事務局、広報部長 　フレッシュ 大隅

9 常務理事 再 　上野　征範 　競技会・技術認定会委員長、事業副本部長 　サークルエンジョイ 県都

10 理　事 再 　桐原　和昭 　川薩地区ＤＳ委員長 　川内ＤＳ同好会 川薩

11 理　事 再 　国金　祥二 　県央地区ＤＳ委員長 　ミドル会 県央

12 理　事 再 　中村　真理子 　会計・経理担当 　ココＤＳクラブ 県都

13 理　事 再 　久保　美喜子 　初心者、おはら委員長 　ベーシック・キャンセ 県都

14 理　事 再 　永仮　美代子 　指導本部、メディア広報関係 　ひまわりＤＳクラブ 県都

15 理　事 新 　塩津　ユウ子 　ジュニア関係 　サニー・ジュニア 県都

16 監　事 再 　島元　安二郎 　ひまわりＤＳクラブ 県都

17 監　事 再 　萩原　章一 　ダンスサークルＢ＆Ｇ 県都

3．退任理事・相談役

№ 旧役職 氏　名 退任事由 サークル名 地区

1 相談役   大重　堯弘 　定年退任  ＤＳさくらじまクラブ 県都

2 副会長 　大重　笑子 　顧問へ  ＤＳさくらじまクラブ 県都

3 理　事 　岩重　洋一 　顧問へ 　ひまわりＤＳクラブ 県都

4 理　事 　堂園　憲一 　死去 　ココＤＳクラブ 県都

5 理　事 　児丸　政美 　体調不良 　志布志ＤＳクラブ 大隅

7 2 土第３回理事会

3 競技力強化講習（９ｈ、キャンセ） 沖縄県連盟

9 土 世界選手権ユーススタンダード 世界ユーススタンダード

10 世界オープンユースラテン

17 初心者講習会(10h)④　　　　レベルアップ講習会(13ｈ)② 大分県連盟

24 グランプリスタンダード静岡 指導員研修沖縄

31 オールジャパンジュニア群馬 指導員研修大分

8 7 第20回技術認定会（９ｈ、キャンセ） 指導員研修山口

14 運営委員会

20 土　　　　　　　　　　　　　　　　　<13ｈ～>

21

27 土

28 グランプリスタンダード北海道 指導員研修熊本

9 2 金

4 宮崎県連盟・都城

11 初心者講習会(10h)⑤　　　　レベルアップ講習会(13ｈ)③ グランプリラテン仙台 福岡県連盟

18 沖縄県連盟

25 指導員研修福岡

10 2 第４回理事会

9 三笠宮杯

10 月初心者講習会(10h)⑥　　　　　　 おはら練習会(13h)① 熊本県連盟・ウィング松橋

16 長崎ねんりんピック 長崎ねんりんピック

23

30 おはら練習会(9h)②　　 交流会（12ｈ）③ 指導員研修熊本

11 3 木おはら祭り(15h)

6 山口県連盟

13 都道府県対抗ｉｎ花巻

20 初心者講習会(10h)⑦ 初心者親睦パーティ(13h)② スクルティニア研修会

23 水

27 大分県連盟

12 4

11 沖縄サントピア

18 初心者講習会(10h)⑧　　　　　 チェアマン研修会

運営委員会

1 8 初心者講習会(10h)⑨　　　交流会（13ｈ）④　

9 月

15 新春大舞踏会（城山Ｈ予定）

22 第５回理事会

28 土

29 　　　　　　　　　　　講習会(13ｈ)

2 5

12 初心者講習会(10h)⑩　　　　レベルアップ講習会(13ｈ)④

19

26 第21回技術認定会（９ｈ,キャンセ）

3 5 初心者講習会(10h)⑪　　交流会（13ｈ）⑤

12 東京オープン

19

26 第６回理事会

月 日祭 県 連 メ イ ン 各地区 DSCJ全国 DSCJ競技会・研修会

県央講習会10ｈ

川薩講習･交流会13ｈ

交流会(13ｈ)②

県央ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ﾙ18半

県央講習会19ｈ

川薩ふれあい交流会13半

九州D.S競技会秋季鹿児島大会（県体育館）

大隅ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ﾙ12半

県央ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ﾙ18半

第５２８号 ＪＤＳＦ鹿児島通信 平成２８年６月吉日

５月２２日（日）鹿児島市中央公民館にて熊本応援ダンススポーツフェスティバ
ルを開催。スタッフ含め１７９名もの参加をいただきました。都道府県対抗選考戦、
フォーメーション発表、トライアル戦の他ダンスタイムを１６時まで皆様に楽しん
でいただきました。会場で参加者に熊本復興の応援募金を募り、トライアル戦の参
加料も義援金として合わせて５３３５４円もの温かいお気持ちいただきましたまし
た。集めた義援金は南日本新聞社を通じて熊本の方へお届けしました。サークルの
皆様、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 実行委員長 楠畑富子

平成２８年度行事計画 （注意：予定変更もあります）

熊本応援ダンススポーツフェスティバル開催

公認指導員研修会開催
毎年行われる指導員義務研修が、５月１５日（日）キャンセ８Ｆにて中野久美子指

導員講師のもと指導員５７名が参加して朝から机上講習と実技研修を技術認定グレー
ド１のワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャチャとハイグレード４のスローフオックス
トロットのリーダー・パートナー両方の動きを課題として、技術習得の確認と講師か
らの注意点を再確認しながら全員真剣に夕方まで、研修を受けました。研修の合間に
熊本義援金が呼びかけられ参加の指導員の方々から沢山の義援金が寄せられました。
募金ご協力ありがとうございました。指導員の皆さんダンススポーツの普及活動今後
も宜しくお願いします。

２０１６九州ダンススポーツ競技会秋季鹿児島大会案内

平成２８年９月２５日（日）鹿児島県総合体育館にて秋季大会を開催ます。
本大会は、県内の競技選手が日頃の練習の成果を発揮して活躍していただく場と
して、又、九州各県、他全国の競技選手が数多くご参加いただき、魅力あるダン
スを披露して、ご来場いただいた観客にダンススポーツの素晴らしさをご覧いた
だきたいと思います。入場は無料です。延べ２００組以上の競技選手の方々が出
場予定です。是非大勢の方々の出場とご来場をお待ちしています。

実行委員長 上野征範

６月５日鹿屋市大黒グランドホテルにおいて大隅地区１５周年記念大舞踏会が盛大
に執り行われました。大隅地区はもとより、県央地区、川薩地区、県都地区より大勢
の方に参加いただき又、吉原会長始め大隅のプロの先生方にもご列席いただき祝って
頂きました。久木崎組、安楽組のアマ競技選手によるそれぞれのデモンストレーショ
ン、先生と生徒さんによる２組のソロデモ、４組のジュニアによる演技発表、最後は
大山プロ、右田プロによりショーダンスで大いに盛り上げていただいきました。参加
頂いた皆様に喜んでいただけたものと思います。１５周年を機に新たに会員に登録頂
いた方も多数あります。２０周年に向けて大いにさらなる発展があることを期待した
いと思います。又、ご参加頂いた皆様から熊本応援義援金として３４１３４円頂きま
した。県連を通じて熊本の方へ届けたいと思います。温かいお気持ち本当にありがと
うございました。 大隅役員 一同

大隅地区１５周年記念式典＆大舞踏会開催

鹿児島県連では手作りの義援金箱で行事の度に募金を募っています。
今後も熊本への募金活動続けていきたいと考えています。
皆さまこの募金箱を目にされましたら、無理のない範囲でご協力よろ
しくお願い致します。なお県連では今まで皆様からご協力頂き集まり
ました、義援金は南日本新聞社、熊本県連、県体協へお届けさせて頂
きました。ありがとうございました。 県連事務局 吉原眞智子

活 動 報 告

平成28年度 役員退任及び新役員


