
№ 役職 役員 氏　名 職　　務 サークル名 地区

1 運営委員 継 　梅田　久美子 　ＤＳ初心者講習会 　ココＤＳクラブ 県都

2 運営委員 継 　武田　ゆかり 　ＤＳ初心者講習会 　ココＤＳクラブ 県都

3 運営委員 継 　牛嶋　賢一 ・認定会 　ひまわりＤＳクラブ 県都

4 運営委員 新 　純浦　新耕 　鹿児島DSフエスティバル 　ココDSクラブ 県都

5 運営委員 新 　中野　輝彦 　川薩地区ＤＳ委員会 　ジョイント 川薩

6 運営委員 継 　濱村　ミドリ 　川薩地区DS委員会 川内ＤＳ同好会 川薩

7 運営委員 継 　中野　博子 　川薩地区DS委員会 　ジョイント 川薩

8 運営委員 継 　白石　経孝 　川薩地区DS委員会 　鹿児島クラブ 川薩

9 運営委員 継 　桐原　京子 　川薩地区DS委員会 　川内ＤＳ同好会 川薩

10 運営委員 継 　久木崎英樹 　大隅地区ＤＳ委員会 　セレナーデｉｎ鹿屋 大隅

11 運営委員 新 　久木崎小百合 　大隅地区ＤＳ委員会 　セレナーデｉｎ鹿屋 大隅

12 運営委員 新 　森　優子 　大隅地区ＤＳ委員会 　セレナーデｉｎ鹿屋 大隅

13 運営委員 継 　窪　久子 　大隅地区ＤＳ委員会 　フレッシュ 大隅

14 運営委員 新 　上薗　祐子 　大隅地区ＤＳ委員会 　フレッシュ 大隅

15 運営委員 継 　児丸　政美 　大隅地区ＤＳ委員会 志布志ＤＳ同好会 大隅

16 運営委員 新 　畠中　正 　県央地区ＤＳ委員会 　スイセン 県央

17 運営委員 新 　丸岡　勢一 　県央地区ＤＳ委員会 　ミドル会 県央

18 運営委員 新 　小湊万里子 　県央地区ＤＳ委員会 　ミドル会 県央

19 運営委員 新 　野田圭伊子 　県央地区ＤＳ委員会 　ミドル会 県央

20 運営委員 新 　上之薗敏也 　県央地区ＤＳ委員会 　ミドル会 県央

4.　運営委員（２０名）

1．名誉役員（4名）

№ 役職 再新 氏　名 職　　　務 サークル名 地区

1 名誉会長 再 川内　博史 名誉役員  ＤＳさくらじまクラブ 県都

2 顧　問 再 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 再 岩重　洋一 経理・財務関係  ＤＳさくらじまクラブ 県都

4 顧　問 新 井上　朝子 ジュニア育成 　　山下サークル 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 井手　裕美 大隅事務局、広報部長 　フレッシュ 大隅

8 常務理事 再 上野　征範 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

9 理　事 再 桐原　和昭 川薩地区ＤＳ委員長 　川内ＤＳ同好会 川薩

10 理　事 再 国金　祥二 県央地区ＤＳ委員長 　ミドル会 県央

11 理　事 再 中村　真理子 会計・経理担当 　ココＤＳクラブ 県都

12 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

13 理　事 再 永仮　美代子 指導本部、メディア広報担当 　ひまわりＤＳクラブ 県都

14 理　事 再 塩津　ユウ子 ジュニア育成担当 　サニー・ジュニア 県都

15 理　事 新 森　貴子 技術認定関係レベルアップ講習会担当 　ひまわりＤＳクラブ 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
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平成２９年５月１４日（日）鹿児島市中央公民館にて、ＤＳＣＪーＤ級以下の下位級戦

を中心に中高年層を対象としたシニア戦及び国体を目標にしたジュニア戦と、幅広い年代

層を対象としてダンススポーツ大会を開催する。ＤＳＣＪ２級、３級のラテン、スタンダー

ドでは、大人と一緒に、かわいいジュニア姉弟が負けじと一生懸命頑張りました。プレジュ

ニア戦参加のジュニアたちも練習の成果を発揮しており、次の国体が楽しみです。

2017年9月10日秋田県立体育館にて開催される「ねんりんピック秋田2017」派遣選手の

皆さんです。中野久美子監督をはじめ、モダン２種目、ラテン2種目の団体戦です。

タンゴ 中村辰郎、中野久美子組 ワルツ 中島康雄、中島あい子組

ルンバ 冷水勝美、奥村くみ子組 チャチャチャ 北迫光章、井手裕美組

皆さまのご健闘を祈ります。

平成２９年３月２６日姶良市松原

地区公民館にて支部立ち上げ総会

が開催されました。姶良市、霧島

市、伊佐市、湧水町の５サークル

７２名で県央支部として平成２９

年４月１日より発足いたしました。

２０１８年鹿児島大会、２０１９

年プレイベント大会、２０２０年

７５回国民体育大会と姶良市総合

体育館での行事が目白押しです。

２０２０年鹿児島国体成功に向け

て頑張って行きましょう。宜しく

お願い致します。左の写真は総会

当日の吉原県連会長、事務局、県

央支部役員の皆さんです。

２０１７年 競技力強化講習会開催

平成２９年５月２８日キャンセ８Fにて競技力向上のための講習会を開催。午前中は１０

時から中間政則プロにより、ルンバ、チャチャチャ、ワルツ、タンゴのねんりんピック派

遣選手に対し一組ずつ丁寧なポイント指導が行われた。午後からは吉田徹郎プロにより、

スタンダード、ラテン８種目を競技選手および競技力向上に興味のある方を対象に参加者

を手に取りながら、熱いポイント指導が行われた。

大隅地区 第１回 新春舞踏会開催

県央支部設立式典・記念パーティ開催

平成２９年２月１１日（土）鹿屋

市大黒グランドホテルにて大隅地区第

１回新春舞踏会を開催いたしました。

近年には珍しく前日の大雪で参加者

の出足を心配しましたが 大勢の方々

にご参加いただき、素晴らしい会員

の皆様方のソロデモと、たっぷりの

ダンスタイム、トライアル戦,お楽し

み抽選会と、時間はあっという間にす

ぎ てしまいました。今後も２回、３

回と回を重ねていけるよう役員一同頑

張っていきたいと思います。

平成２９年６月３日姶良市文化会館「加音ホール」において、設立式典・記念パーティが、

総数１８０名の方々にご参加いただき、盛大に開催されました。県ダンススポーツ連盟会

長始め副会長、各理事、支部の役員、会員の皆さん、一般の方々などこれからの県央支部

の活性化が大いに期待されるほどの盛況ぶりでした。笹山義弘姶良市長、教育長、霧島市

国民体育準備室長、伊佐市文化スポーツ課長、湧水町生涯学習課長など行政からもお忙し

い中ご参加いただきました。姶良市長のご挨拶の中で「ダンススポーツは、心豊かで、活

力に満ちた人生を過ごせる魅力あるスポーツです。また平成３２年に鹿児島国体のデモン

ストレーション競技として、姶良市で開催されるこの時期に、県央支部設立は大きな意義

があり、絶好のタイミングである」と絶賛されました。競技選手によるソロデモや、サー

クルフオーメーション、最後に競技選手４組によるヴェニーズワルツが披露され、癒され

る空間となり、ダンススポーツに魅了されたひと時となりました。

最後に参加者による、記念パーティーが盛大に開催され、素晴らしい式典、記念パーティー

となりました。素晴らしい司会進行と実行委員の皆様本当にご苦労様でした。

２０１７・鹿児島ダンススポーツ大会開催

ねんりんピック秋田 派遣選手決定

県 央 支 部 設 立 総 会 開 催

楽しくダンスタイム 素晴らしい記念演舞ありがとうございました

ねんりんピック派遣選手にホールドの指導です


