ニューヨーク生まれの JSDC マスコット犬
ポーちゃんが毎日あなたのお部屋にお届けします

JSDC ブログ「踊る！JSDC!」
JSDC イベントの様子、世界のペアダンス豆知識、ヨシ矢野・
ｋ
JSDT の活動、ブライダルダンス最新情報、ご意見投稿などなど

JSDC ホームページ
http://www.jsdc.org
⇒ 「ブログ」をクリック
❤遊びに来てね❤
クラブメンバーへのお誘い

～あなたのご参加をお待ちしております～
JSDC クラブメンバーとは、どんな場所でも、どんな音楽
でも、どんな相手とでも、一緒に楽しめる、アメリカンス
タイルのペアダンス、本当の意味での「社交ダンス」を日
本中に広めるために活動する Japan Social Dance Club
を応援してくださるお客様の集いです。
ただ今、東京・ニューヨーク・福岡を拠点に通常のレッス
ンをはじめ、JSDT(Japan Social Dance Theater)によ
るパフォーマンスなどを通し、更なる飛躍を目指して活動
を続けております。
これからも、皆様のご期待にそえるダンスを、日本中に
拡げていく活動を、続けて参ります。今後とも JSDC を
よろしくお願い致します。
JSDC 主宰 ヨシ矢野
メンバー特典
パーティ特別割引（10%Off）チケット
DVD など 10%Off
アニュアルパーティでの予約席確保
ヨシ矢野＆JSDC スタッフ、
ならびにクラブメンバー同士の交流会参加
会費：お一人様年間一口 1 万円
お申し込み＆お問い合わせは、お気軽に JSDC まで。
tokyo@jsdc.org
tel&fax: 03-5939-7262
「ダンスで人生が変わった」
「こんな楽しみ方もあり？」
「ＪＳＤＣに提案＆リクエスト！」などなど、皆さんの
ダンス体験エッセイ、ご意見、感想などなんでもお知らせ
ください。切り取ってＪＳＤＣまで♪

レッスンスタジオ

～JSDC はどこでレッスンしているの？～
渋谷プライベートスタジオ
渋谷区宇多川町 19-5 山手マンション 705
入門・初級・オープンクラスパーティ社交ダンス、アルゼンチンタンゴ

柳川スタジオ
品川区西五反田 2-5-2 ８階
初中級・中級パーティ社交ダンス

二子玉川東急セミナーBE
カルチャースクール東急セミナーBE
世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズ S.C. タウンフロント 8 F
(03)5797 -5053

初中級パーティ社交ダンス
スペシャルコース

Journal

～特別なあなたをサポートします～
シニアクラス（60 歳以上）
視覚障害者対象のクラス
JSDC ブライダル部門によるファーストダンスのご提案

http://bridaldance.net
お問い合わせ、各種イベントお申し込みは、
JSDC までお気軽にどうぞ

Japan Social Dance Club

www.jsdc.org
email: tokyo@jsdc.org
TEL&FAX:(03)5939-7262
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We ❤Dancing
～ヨシ矢野のダンスコラム～

桜もだんだん咲きはじめ、
いよいよ春！といった雰囲気になってきました！

；
さぁ♪春は何かを始めたくなる季節です♪
気分一新、初めての種目やレベルアップ、
デモやパーティーデビューなど、
新しい事にどんどん挑戦していきましょう！！

What’s New?

今回は、映画と音楽とダンスについてです。

2019 年 4 月 21 日（日）14：00～18：00
＠池袋アカデミーホール

♪4 月のタンゴプラクティカ
日時：4 月 6 日（土）19:００-21:3０
場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：２,５00 円 or 練習会チケット
♪4 月のラテンナイト
日時：4 月 13 日（土）19:００-21:3０
場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：２,５00 円 or 練習会チケット、初参加者 1,000 円
♪ＪＳＤＣアニュアルパーティ 2019
日時：4 月 21 日（日）14:００-18:0０
場所：池袋アカデミーホール
料金：前売り 7,300 円(4/19 まで) 前日・当日 7,800 円
初めてご参加の方 2,000 円 クラブメンバー10％off
♪4 月のアメリカン練習会
日時：4 月 27 日（土）18:30-20:55
場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：２,５00 円 or 練習会チケット
初心者の方も積極的にご参加下さいね！

前売り（4/19 までのお支払）
前日/当日
JSDC パーティー初参加の方/視覚障碍者

7,300 円
7,800 円
2,000 円

JSDC クラブメンバー10％off！

飲食付き、テーブル自由席、ミニレッスン、
生徒様と講師のデモ、スタッフショーあり！
JSDC の年に一度のドレスアップパーティーです!!
いつもよりオシャレして素敵なひとときを
ご一緒に過ごしましょう!!

★5 月４日(土)
★５月 1１日(土)
★5 月 2５日(土)
★5 月 26 日(日)
★5 月 27 日(月)

見たことがあると思います。私も以前パリからのお土産でロート
レックの絵が描かれたコースターを頂き、その特長ある絵が頭
に残っていました。彼が通い詰めたムーラン・ルージュという
キャバレーは、店の名前が映画にもなった世界中で知られる
有名な場所で、このムーラン・ルージュの映画に出てきた曲は
その時の旬の音楽でもあり、私も当時振り付けで使いました。

流れてくる主題歌は皆さんも 1 度は耳にしたことがある有名な

＜Tokyo Hustle Vol.13 !＞

曲です。そしてムーラン・ルージュで踊られていた「カンカン」
も一世を風靡したダンスです。私は色々なダンスのルーツなど

2019 年 5 月 26 日(日) 18:30～21:00
助川ダンス教室 3F
￥2,000

（JR 五反田駅下車徒歩 5 分）

（チケットは当日）

講習が何回もあります。

に当たる映画を観るとワクワクします。注釈ですが、海外の
キャバレーというのは日本のそれとは異なり、飲食しながら
プロの歌やダンスのエンターテイメントを楽しむ所です。私も
ニューヨークでミュージカルのスター達の自分だけのショー
(キャバレーショー)を何度か見に行った事があり、いつかあんな

＜シニア・アフターヌーンパーティ＞
2019 年 5 月 27 日(月) 13:00～15:20
桜新町区民集会所

（田園都市線）

￥2,000（スナック＆ソフトドリンク付）持ち寄り大歓迎！

風に私もやってみたいなと思った事があります。この赤い風車も
ムーラン・ルージュも、今でも人々に愛される曲を残しています。
JSDC のパーティでも去年の流行の映画「The Greatest Showman 」
やその前の「LaLaLand」その前の「アナと雪の女王」、もっと
前なら「Shall we ダンス」などの映画の曲で振り付けました。
オードリー・ヘップバーン主演の「ティファニーで朝食を」の

＜クラブメンバー懇親会（上半期）＞
ラテンナイト
タンゴプラクティカ
アメリカンプラクティスパーティー
TOKYO HUSTLE VOL. 13
シニア・アフターヌーンパーティ

クの半生を描いています。多くの方は何らかの形で彼の絵を

今でも時々使われています。また、映画「赤い風車」に何度も

※すべての練習会共通 初参加の方は 1,000 円!
で参加できます♪

5 月からのイベント

パリの「ムーラン・ルージュ」というキャバレーに毎夜現れては、
コニャックを飲みながらダンサー達を描き続けた画家ロートレッ

<チケット>

～JSDC によるイベント、講習会のお知らせ～

♪4 月のオリエンテーション
日時：4 月 6 日（土）16:00場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：無料

最近、「赤い風車」という昔の映画を観ました。 19 世紀末に

「ムーンリバー」や「昼下がりの情事」の「Fascination(魅惑の
ワルツ)」などもよくダンスで使わせて頂いております。

2019 年 6 月 22 日(土) 19:00～21:30
渋谷プライベートスタジオ

無料（持ち寄り歓迎）

映画、音楽、ダンス、繋がっていますね。いいですよね。
皆さんもエンジョイして下さい

