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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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?
～JSDC によるイベント、講習会のお知らせ～

♪4 月のタンゴプラクティカ ※日曜開催です！
日時：4 月 5 日（日）18:００-20:3０
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
♪4 月のラテンナイト
日時：4 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
♪4 月のオリエンテーション
日時：4 月 18 日（土）16:00場所：渋谷プライベートスタジオ
料金：無料
♪4 月のアメリカン練習会
日時：4 月 18 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！

JSDC ミロンガ

We ❤Dancing
～ヨシ矢野のダンスコラム～
今回は、パーティやクルーズでの服装についてです。「ドレスコ

2020 年 5 月 9 日(土)19:00～21:30

ード」と言われる、状況、場所、時間に応じた服装があります。

＠北沢タウンホール・スカイサロン 12F

クルーズの場合は、その日の夕方以降に設定される服装で、毎日

前売￥3,700 当日￥4,000

違います。正式には 7 つありますが、クルーズで使うフォーマル、
セミフォーマル、カジュアル、の 3 種類を知っておけば、大丈夫

アルゼンチンタンゴのパーティです

かなと思います。クルーズの場合、船によって言い方が変わりま

夜景をバックにアルタンの夜を♪

す。結婚式ですと、新郎新婦とその両親、仲人がフォーマルを着

普段のレッスンとは違う雰囲気をお楽しみください

て、ゲストはセミフォーマルを着ます。フォーマルとは、公的な
式典、高級ホテルで行われる行事など、最も格式の高い催し物の
時にふさわしい服装を指し、特徴として昼と夜とで服装が異なり

☆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

ます。舞踏会やダンスパーティは別です。昼であれば、女性はア
フタヌーンドレスと呼ばれる露出の少ない上品なデザイン。夜は
イブニングドレスと呼ばれる露出の多い華やかなデザイン。クル
ーズですとロングドレスやカクテルドレスに華やかなアクセサリ
ー。男性はできればタキシード、又はダークスーツ。皆さんはダ
ンスをやられていますし、パーティの機会も多いですから既製品

一般: 前売 7500 円 前日当日 8000 円

でいいので 1 着タキシードを持たれるのをお勧めします。1 着持っ

初参加者: 前売 3200 円 前日当日 3700 円

ていれば、大抵の場合、タキシードを着てれば何処でも大丈夫だ

障がい者: 前売 2200 円 前日当日 2700 円

し気持ちもいいものです。セミフォーマルは、ホテルなどにお食

クラブメンバー10%OFF

事に行く感覚で、女性はブラウスにスカート、スラックスなど。

前売 4/24 迄

男性はスーツ、ジャケット、ネクタイなど。カジュアルは、普段
着ですが、クルーズでは、基本的には、ジーンズ、T シャツ、半ズ

♪4 月のスイング・ジルバ WS
日時：4 月 19 日（日）18:30-21:00
場所：助川ダンス教室３F
料金：2,000 円

⇒コラムの続きです

※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♪

るといいですね。

ボンは NG です。時々聞く「ブラックタイ」とは、男性がタキシー
できればそのパーティの雰囲気に合った物を着て頂け

どんどんパーティに参加して楽しんで下さいね。スタ

２０２０年 5 月からのイベント

ッフも出来るだけ皆さんに楽しんで頂けるよう知恵を

★5 月 2 日(土)
★5 月 9 日(土)
★5 月 11 日(月)
★5 月 23 日(土)

出し合っています。また皆さんからもこんなイベント

ラテンナイト
JSDC ミロンガ
シニアアフタヌーンパーティ
アメリカンプラクティスパーティ

やって欲しいなどありましたら、いつでも私やスタッ
フに言って下さいね。宜しくお願いします。

ド、カマバンド、黒の蝶ネクタイ、ウィングカラーかレギュラー
カラーのシャツ、白のポケットチーフ。「ホワイトタイ」とは男
性は燕尾服、白のベスト、白の蝶ネクタイ、イカ胸シャツ、白の
ポケットチーフ。ダンスパーティでは、組んだ時手が肌に触らな
いように、女性の左手が男性の肌に当たらないように袖の無いも
のを男性は着ない、女性は男性の右手が女性の肩甲骨辺りや背中
の肌に当たらないようなものを着て頂きたいです。JSDC のパーテ
ィは結構自由で皆さんにお任せしております。

左側へ続く⇒

