
7 2 熊本地震特別事業

9 沖縄県連盟

16 初心者講習会(10h)④　　　 指導員研修沖縄

17 月

23 大分県連盟

30 指導員研修大分

8 6 指導員研修山口

13

20 ＪＤＳＦ・ＰＤ九州ﾌﾞﾛｯｸ（宗像）

26 土 指導員研修（9ｈ～17ｈｷｬﾝｾ８F） 指導員研修鹿児島

27 日 スクルティニア講習会（県連主催）

9 3 初心者講習会(10h)⑤　　交流会（13ｈ）② 宮崎県連都城

10 ねんりんピック秋田

17

18 月 第22回技術認定会（９ｈ、キャンセ） 指導員研修福岡
ＪＤＳＦ・ＰＤ九州ﾌﾞﾛｯｸ（宗像）

24 沖縄県連

10 1 福岡県連

8

9 月 初心者講習会(10h)⑥　　　　　おはら練習会(13h)① 大分県連盟

15 指導員研修熊本

22 おはら練習会(9h)② 交流会(13ｈ)③

29 熊本県連山鹿

11 3 金 おはら祭り( 15 hザオハラ) 山口県連

5 ゼネラル委員会

12 長崎県連盟

19 ＪＤＳＦ・ＰＤブロックメイン競技会

26 鹿児島県連

沖縄新規指導員講習会

12 3

10 沖縄県連

17 スクルティニア・チェアパーソン研修

1 7

8 月 初心者講習会(10h)⑦　　　　交流会(13ｈ)④

14

21 新春大舞踏会（城山Ｈ17ｈ）

28

2 4

11

12 月

18 第23回技術認定会(9h)　　　　

25

3 4 初心者講習会(10h)⑨　　 交流会(13ｈ)⑤

11

18

21 水 佐賀県連（予定）

25 鹿児島県連（予定）

4 1 グランプリラテン大分

＊ 県央地区会員合同稽古　毎週日曜　19時～21時　

川薩地区講習会他　御陵下13時半～

九州D.S競技会春季鹿児島（姶良体育館）予定

大隅フェスティバルリナシティ12時～

大隅プロ講習・交流会12時半～

大隅新春舞踏会12時～

23(土祝）県央交流会加音ﾎｰﾙ18時半～

27（土）県央交流会加音ﾎｰﾙ18時半～

                          レベルアップ講習会（13ｈ）②

九州D.S競技会秋季鹿児島（郡山体育館）

特別講習会10ｈ～17h

2（土）県央講習会松原公民館10時～

県央講習会松原公民館10時～

川薩地区交流会ひまわり館13時半～

初心者講習会(10h)⑧         レベルアップ講習会（13ｈ）③

月 日 祭 県 連 メ イ ン 各地区 DSCJ競技会・研修会

　Ⅲ　年間活動計画の詳細

開　催　日 事　業　名 場　　所 摘　　要

　H２９．０７．１６ （日） am 　初心者体験講習会④ キャンセ

　H２９．０９．０３ （日） am 　初心者体験講習会⑤ キャンセ

　H２９．１０．０９（月祝） am 　初心者体験講習会⑥ キャンセ

　H２９．１１．１９ （日） pm 　レベルアップ講習会② キャンセ 競技出場者向け

　H３０．０１．０８（月祝） am 　初心者体験講習会⑦ キャンセ

　H３０．０１．２１ （日） ｐｍ 　新春大舞踏会 城山観光H

　H３０．０１．２８ （日） 　特別講習会 キャンセ 内容未定

　H３０．０２．０４ （日） am 　初心者体験講習会⑧ キャンセ

　H３０．０２．０４ （日） pm 　レベルアップ講習会③ キャンセ 認定会受験者向け

　H３０．０３．０４ （日） am 　初心者体験講習会⑨ キャンセ

　H３０．０３．１１ （日） ｐｍ 　大隅地区新春大舞踏会 鹿屋市大黒H 大隅支部

２）地域毎の会員拡大事業の推進

月　　日 事　業　名　称 場　　所 摘　　要

　H２９．０７．２３ （日） am 　県央地区講習会 姶良市松原地区公民館 県央支部

　H２９．０７．３０ （日） ｐｍ 　川薩地区レベルアップ講習会＆交流会 御陵下運動会館 川薩地区

　H２９．０９．０2 （土） am 　県央地区講習会 姶良市松原地区公民館 県央支部

　H２９．０９．０３ （日） ｐｍ 　県都ふれあい交流会② キャンセ

　H２９．０９．10 （日） ｐｍ 　ふれあい交流会インさつま（宮之城） 宮之城ひまわり館 川薩地区

　H２９．０９．２３（土祝） ｐｍ 　県央支部交流会 加音ホール 県央支部

　H２９．１０．２２ （日） ｐｍ 　県都ふれあい交流会③ キャンセ

　H２９．１２．０３ （日） ｐｍ 　大隅地区ダンススポーツフェスティバル リナシティかのや 大隅支部

　H３０．０１．０８（月祝） ｐｍ 　県都ふれあい交流会④ キャンセ

　H３０．０１．２７ （土） ｐｍ 　県央支部交流会 加音ホール 県央支部

　H３０．０３．０４ （日） ｐｍ 　県都ふれあい交流会⑤ キャンセ

月　　日 事　業　名　称 場　　所 摘　　要

　公認指導員向けフィガー講習会 東地区学習センター 大隅支部

　H２９．０８．２７ （日） 　スクルティニア/チェアパーソン研修 鹿児島市内 県連主催

　H２９．０９．２４ （日） 　大隅プロ講習会・交流会 学習センター 大隅支部

　H２９．１１．２６ （日） 　２０１７九州D.S.競技会鹿児島大会　 郡山体育館

　H３０．０３．２５ （日） 　２０１８九州D.S.競技会鹿児島大会　 姶良市体育館

１）会員拡大と生涯スポーツの奨励

３）競技力の強化と普及型競技会の新規開催

H２９，８，６（日）１１（金祝）

２０１７年（平成２９年）
★ 九州ダンススポーツ競技会鹿児島大会

実施日：１１月２６日 場所：鹿児島市郡山体育館

２０１８年（平成３０年）
★ 九州ダンススポーツ競技会鹿児島大会

実施日：３月２５日 場所：姶良市総合体育館
★ 鹿児島県ダンススポーツ連盟創立２０周年式典

２０１９年 （平成３１年）
★ 九州ダンススポーツ競技会鹿児島大会（鹿児島国体プレイベント行事）

実施時期：５月予定 場所：姶良市総合体育館

２０２０年 （平成３２年）
★ 第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」

実施日：５月予定 場所：姶良市総合体育館
★ 内閣総理大臣賞争奪都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in鹿児島

実施時期：１１月予定 場所：鹿児島アリーナ

第５３０号 ＪＤＳＦ鹿児島通信 平成２９年６月吉日
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鹿児島県ダンススポーツ連盟

会長 吉 原 睦 巳

事務局 TEL＆ＦＡＸ０９９（２５４）３８６７

編集：広報委員長 井 手 裕 美

TEL＆ＦＡＸ０９９４（４４）４１５２

平成２９年度行事予定（予定変更もあります）平成２９年度県連事業の方針と事業計画
１、県連事業の方針

ダンス界は本県のみならず、全国的に会員の高齢化により会員数が減少しております。

今で何か手をうたなければ、今後ますます衰退していくことが予想されます。

世界の文化芸術であり、また生涯スポーツとしても楽しめるこのダンススポーツを広げていくた

めの対策が今求められております。折しも２０２０年に国体が鹿児島で開催されることが決定い

たしました。この絶好の機会に会員が一丸となってダンススポーツの普及発展のため以下の取り

組みを実施いたします。

１）会員拡大と生涯スポーツの奨励

ダンス愛好家を増やすための初心者講座と会員の方が一生楽しめるダンスを目指した行事

の開催を推進します。 ｛ダンス仲間の増殖、生涯ダンスの実践｝

２）地域ごとの会員拡大事業の推進

今年度から県央支部が設立いたしました。地域ごとに、また県都、川薩、県央、大隅地区

が連携しての会員交流会など会員拡大事業を推進します。

｛私も楽しい、お相手も楽しい、みんなも楽しい｝

３）競技力の強化と競技会の開催

県体育協会からの補助を受け、プロ講師を招き競技力強化講習会を開催します。

今年度は、５月（あなたも競技に初挑戦）、１１月（例年開催事業）、３月（プレ国体

ｉｎ姶良）の３回競技会を実施します。 ｛あなたも国体選手になれる。かも？｝

４）技術認定制度の推進と指導員の技術力向上

生涯スポーツとしてダンスを楽しめるようにそれぞれのレベルに応じた知識技術の向上と

その技術レベルの確認する手段として技術認定会を開催するとともに、指導員としての能

力を高めるためのレベルアップ講習会を開催します。

｛基礎をしっかり学ぼう、小さなことからコツコツと｝

５）社会交流の発展

おはら祭りの参加やジュニア育成に取り組むとともに、ホームページや広報誌情報などあら

ゆる媒体を活用してダンススポーツの取り組みを社会へ発信します。

｛「マイナー」⇒「メジャー」へ｝ ｛国体デモ競技だぞ｝

６）県連盟運営の充実と選手派遣事業

ア）本部及び各支部との連携を強化し、全会員が競技会や認定会、交流会等の各種行事への

積極的に参加、協力する組織を作っていきます。

イ）ねんりんピック秋田２０１７への選手派遣と富山２０１８への選手選考を行います

｛みんなで渡ればこわくない｝

２０２０年 国体に向けた今後の主な予定行事
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