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❤

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

初中級パーティ社交ダンス

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♪

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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明けましておめでとうございます。
；
皆様が健康で笑顔いっぱいの一年になりますように。
今年もレッスンやイベントを沢山楽しんでいただける
よう、努めていきたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

★アメリカンペアダンスフェスティバル★
2 月２日（日）14:00～19:00
＠三茶しゃれなあど
前売 3,000 円（1/15 迄）
一般・当日 3,500 円
６つのダンスのレクチャーが受けられます！

What’s New?

♪１月のタンゴプラクティカ
日時：１月１１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
♪１月のラテンナイト
日時：１月 18 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

♪１月のアメリカン練習会
日時：１月 25 日（土）18:30-20:55
場所：桜新町区民集会所
料金：２,５00 円 or 練習会チケット、初参加者 1,000 円
初心者の方も積極的にご参加下さいね！
※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♪

２０２０年２月からのイベント
★２月 1 日(土)
★２月２日(日)
★２月 8 日(土)
★2 月 15 日(土)
★2 月 17 日(月)
★２月 22 日(土)
★２月 29 日(土)

タンゴプラクティカ
アメリカンペアダンスフェスティバル（APDF）
ラテンナイト
バレンタインパーティ
シニアアフタヌーンパーティ
インターナショナルスタイルワークショップ
アメリカンプラクティスパーティ

為に自分を最大限に活かせることは何かよく考えます。
それを実際に実行に移せれば、人間にとってこんな幸せなこと
はなく、世の中のひとりひとりがこの様な気持ちを持てば、豊か
な世界になるのではないかと思います。JSDC では微力ながら、

💛バレンタインパーティ💛

ャップ回収(世界の子供へワクチン提供のため)などをやってい

2020 年２月 15 日(土) 19:00～21:30

ます。来年からは、皆さんの要らなくなった服、カバン、靴などを

＠渋谷スタジオ

￥3,0００＋１品

ハートフルなひとときを JSDC で是非！

必要としている海外の人に、そのまま送ったり、お金に変えてワ
クチンなどの支援になる事も始めたりしたいと思っています。
JSDC に生徒さんが増え、クラブメンバーの応援してくれる人達

★NEW YEAR PARTY★
JSDC 新年会

も増え、定期的に実現できるのではないかと思っています。ダン

日付：2020 年 1 月 26 日(日)

ションに繋がりますから、少しでも多くの人にペアダンスを伝え

時間：13:30～17:00

る事が 1 番だと思いますし、また、ペアダンスの素晴らしさを活

場所：銀座 ROOTS（中央区銀座２-4-18）
♪男性だけのリード＆フォロースペシャル WS
日時：１月 21 日（火）11:30-13:00
場所：渋谷スタジオ
料金：レギュラーチケット１回もしくは２,３００円

小さな力。自分がやりたい事、自分が出来る事を通して、人の

ユニセフや WWF(世界自然保護基金)への寄付、ペットボトルキ

～JSDC によるイベント、講習会のお知らせ～

♪１月のオリエンテーション
日時：１月 11 日（土）16:00場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：無料

We ❤Dancing
～ヨシ矢野のダンスコラム～

スに関しては、ペアダンス自体が人の健康と人とのコミュニケー

かして、視覚障害者クラス開講、高齢者施設への JSDC 講師

料金１３,０００円

(私も含めて)やシニアデモチームが訪問する事も、少しずつで

イタリアン食べ放題、飲み放題。４０名限定！

すが増やしていきたいと思っております。これらひとつひとつは

生バンドの演奏あり。スタッフが心を込めて

余り大きな事ではないですが、多くの人が行えば世界はもっと

おもてなしいたします！！！

豊かになれるのではないかと思います。ひとりひとりの思いと実
行です。私がニューヨークに住んでいた時代から、ご自身主宰
のパーティに私をゲストとして呼んでくださっていた北九州の社

出口栄一先生から学ぶ
“男性だけ”のリード＆フォローWS
2020 年１月 21 日(火)
11:30～13:00（90 分）

＠渋谷スタジオ
レギュラーチケット１回分
もしくは現金￥2,300

交ダンスの先生がいらっしゃいます。公共施設を借りて 200 人
以上集まるパーティの売り上げの幾らかを、いつもアジアの水
に恵まれない地域の井戸掘りの資金として送っていらっしゃい
ます。私は幕末ものの大河ドラマが好きですが、特に好きなの
が「花燃ゆ」と「坂本龍馬」です。幕末の若い志士達が国を良くし
たい、皆が幸せに暮らせる世の中にしたいと頑張って奮闘する
姿に感動を覚えるからです。少しでもいいので、時間とお金と行
動の使い方を人の為に使ってはいかがでしょう。人生がより豊
かになると思います。

