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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フォロワータンゴワークショップ

だんだんと、ぽかぽか暖かい陽気になってきましたね。
春の足音が近づいてきました。
たくさん踊って、春の清々しい空気を
みんなで感じましょう。
お出かけは JSDC へ。

2020 年 3 月 1 日(日)
15:10～16:30（80 分）

＠渋谷スタジオ
担当講師：ヨシ矢野
￥2,500（現金のみ）

What’s New?
～JSDC によるイベント、講習会のお知らせ～

♪３月のラテンナイト
日時：３月 7 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
♪３月のオリエンテーション
日時：３月 14 日（土）16:00場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：無料

☆JSDC アニュアルパーティ☆
日付：2020 年 4 月 26 日(日)
時間：14:00～18:00 (開場 13:30)
場所：池袋アカデミーホール

※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４月からのイベント
★４月 5 日(日)
★４月 11 日(土)
★４月 18 日(土)
★４月 19 日(日)
★４月 26 日(日)

タンゴプラクティカ ※日曜日開催です！
ラテンナイト
アメリカンプラクティスパーティ
SWING/ジルバレッスン＆パーティー
アニュアルパーティ

早速ですが、JSDC の魅力を取り上げていきます。
①アメリカンスタイルのペア(社交)ダンス
何処でも誰とでも気楽に踊る事を通して、皆さんに幸せを味わって貰って
います。そして、その幸せを日本中に広げようとしています。
これは日本のペア(社交)ダンス界を発展させていると信じています。

フォックストロット、スウィング、タンゴ、ルンバ、サルサ、チャチャ、
ワルツ、ハッスル、クイックステップ、ウインナーワルツ、バチャータ、
メレンゲ、ナイトクラブトゥステップ、サンバ、アルゼンチンタンゴ、
ウエストコーストスウィング。何と 16 ダンス！覚えられるのですか？
と聞かれますが、はい大丈夫です。皆さん無理なく楽しんでいます。
こんなにたくさんのジャンルのダンス習える所、他にないですよ。

一般: 前日当日 8000 円
初参加者: 前売 3200 円 前日当日 3700 円
障がい者: 前売 2200 円 前日当日 2700 円
クラブメンバー10%OFF

♪３月のアメリカン練習会
日時：３月 21 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、初参加者 1,000 円
初心者の方も積極的にご参加下さいね！

ジャパンソーシャルダンスクラブ、略して JSDC と申します。

②沢山のジャンルのペアダンス

一般: 早割 7000 円 前売 7500 円
♪３月のタンゴプラクティカ
日時：３月 14 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

We ❤Dancing
～ヨシ矢野のダンスコラム～

早割 3/26 迄 前売 4/24 迄

③健康と親睦
どのクラスもストレッチは必ず行います。シニアクラスは発声も。ダンス
をやりだして体の調子がよくなった人、体重が減った人、背が伸びた人、
体力がついた人沢山います。ミーティングルームで皆でお菓子をつまんで
お喋り。クラス後など皆さんお茶をしてます。皆さん仲良しです。
④色々な目的のクラス

コラムの続き

レギュラークラス、シニアクラス、英語クラス、ブライダルダンス,

⑥個性溢れる優秀でステキなスタッフ。

クルーズの為のレッスン、視覚障がい者クラス、講師養成講座、どんな人

皆さんもそう思いますよね。

にも踊って欲しいです。

⑦社会に貢献

⑤たくさんのイベント

高齢者施設訪問、ペットボトルキャップ集め、服を必要な国へ、

新年会、バレンタインパーティ、アニュアルパーティ、サマーパーティ、

ユニセフ、WWF に寄付。

シニア日帰り温泉ツアー、ハロウィンパーティ、クリスマスパーティ、

いつも世の中の役に立ちたいです。

年 4 回のシニアアフタヌーンパーティ、毎月のラテンナイト、

⑧メディア出演多数

タンゴプラクティカ、アメリカンプラクティスパーティ等、習ったダンス

特にシニアクラスは雑誌、新聞、TV、CM、ミュージックビデオに

を充分に活かせます。また、各講師のワークショップで新しいスキルも。

たくさん出演しています。

趣味はダンスで充分！

依頼は断らない主義。
皆さん JSDC に来てラッキー！

←左側に続きます

