
12 月 18 日 ( 日曜日 ) に、 クリスマスディナーショーがベストウェスタンレンブラントホテル東京町田にて開催

されました。 皆様のおかげをもちまして、 盛況のうちに執り行うことができましたことを心よりお礼申し上げます。

ご出演･ご臨席頂いた皆様、 誠にありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。

☆3部ご出演の皆様☆

☆4部ご出演の皆様☆ ☆2部ご出演の皆様☆ ☆アワード受賞された皆様☆

25周年記念舞踏晩餐会

２０１７年度 UK オープン選手権 (The United Kingdom Open 

Championships) の審査のため１月１６日から１月２０日まで

渡英いたしました。この競技会の審査は今年で４年目になりま

す。日本からも多数の選手が参加する本競技会は、今年度の

選手の実力を見る上で大変重要な競技会です。日本人選手の

結果は、本戦ではボールルーム１組が夜の部のベスト２４に進

出、ラテンは夜の部には残れず、ベスト４８で終わりました。

世界の壁は年々厚くなるばかりで、日本人選手の成績は地滑り

的に後退の一途を辿っています。ライジングスターボール

ルームで準決勝に５組の日本人選手が残ったことが唯一の

明るいニュースでした。

他のスポーツでは、世界で活躍している選手はたくさんいます。

今年こそはダンスもその仲間入りをしたいと切実に思いました。

２０２０年は東京オリンピックが開催されます。２０２０年を

目指していろいろなスポーツがオリンピックでの表彰台を目指

して頑張っていることと思います。ダンスはオリンピック種目

ではありませんが、２０２０年での復活をかけてこの３年間、

頑張って欲しいと思いました。本大会はベスト２４に進出した

選手が夜の部を踊ります。夜の部の応援に駆けつけたら、日本

人選手は誰もいなかったでは寂しすぎます。

２０１７年度 UK オープン選手権

クリスマスディナーショーありがとうございました

7 月 9 日 （日） 新横浜プリンスホテル １3 時～　　　　

ご出演者大募集中♪今からでも間に合います！

★紅白戦はトライアル形式の複数カップルで紅・白組にわかれて踊ります。

　チームの応援合戦もお楽しみに！

★ミニデモは 1曲より短いデモンストレーション。

　男性・女性教師をお相手にご出演いただけます。

   アマチュアカップル・デュエット・グループでの出演もＯＫです。

★デモは１曲まるまる好きな先生や素敵なパートナーと思う存分、

　夢の世界を演出して下さい。

    ソロ・カップル・デュエット・グループ・その他ショーでの参加等も歓迎！

　ゴージャスな雰囲気をお楽しみ下さい！

★その他ミステリーイベントも企画中です。お楽しみに！

デモや紅白戦に出演しなくても楽しもう♪
★若手アマチュア競技選手の男女がダンスタイムで皆さんのお相手を致します。

★ホテルのフルコースディナーがお楽しみ頂けます。（フリードリンク付き）

★生徒様・ＹＤＰのスタッフのディナーショーを堪能出来ます。

お問合せ・お申し込みは

ＹＤＰ
042-765-5044 まで

ご意見・ご要望また、お便りが不用の方は、お手数ですが下記まで、お知らせください。
〒252-0303 相模原市南区相模大野 3-18-10　アリスビル 4階　YDP（TEL 042-765-5044）
ホームページ yokomichi-dance.com       E-mail  yokomichi-dance@mvh.biglobe.ne.jp

今回は特別企画が盛りだくさん！今回は特別企画が盛りだくさん！
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横道明宏先生のダンスコラム

余寒なお厳しい昨今ですが、 いかがお過ごしでしょうか

インフルエンザが猛威を振るった 1 月でしたが体調を崩されていませんでしょうか？

ダンスで身体を温めて体調管理をしっかりしていきましょう。

☆紅白戦ご出場の皆様☆



小國

横道 ： 皆様に愛されるダンス教室を目指します

佳奈 ： 愉快活発　迅速果断 (^o^) ／

西村 ： お出かけ

松岡 ： 今年はスポーツストレッチの資格を取って、 より人体の研究をしたいと    

         思います！

横田 ： 無理せず、 慌てず、 ゆっくりと！生徒様そして自分にも、 心と身体に優しいダンスを

　　　　　 心がけます♡
増尾 ： 健康安心

横山 ： 練習とレッスンするために貯金します♪

長内 ： 物事の理解と、 誠心誠意、 心ある行いをする。

奥村 ： 旅行に沢山行けるように仕事頑張ります！

中村 ： 健康

岡本 ： アジア踊り脱出！

田中 ： 心拍を操れるようにトレーニングします♪

内田 ： 健康第一！！今年はダンスだけでなく色んな事に挑戦したいです♪

小國 ： 海外の試合出場できるように頑張ります。 （貯金）

邵　  : 親知らずを抜くこと
麗伽 ： ダンスを楽しみます。

新年パーティーご参加ありがとうごさいました

１月５日 （木曜日） に行われた、ＹＤＰ新年パーティーに

御参加いただいたお客様、 誠にありがとうごさいました。

明けましておめでとうございます。
はやくも 2017 年の１月が終了してしまいました。
何もしないうちに一年が終わってたということがない
ように、何でも早めにやることをやるようにしていき
たいと思います。

炎症を起こさない身体を作って免疫を高めよう！
　炎症とは、 発熱、 発赤、 腫れ、 痛みなどの機能障害で動脈硬化、
風邪をひいた時ののどの痛み、 アトピーや喘息、 蕁麻疹、 花粉症の
ようなアレルギー、 肝炎、 腎炎、 ニキビや吹き出物などまで呼び名は
違えど、 炎症、 ということになります。
　驚くなかれ、 肥満も炎症の一つといわれています。 炎症をおこしてい
るということは、 身体の中で火事がおきている状況。
　その状況下では、 残念なことにとりいれた栄養はまず火消しや、 修復
に回されるので、 美をつくる栄養にはまわらないのです。 放っておくわ
けにはいきません。

そこで抗炎症の食品を取ってアンチエイジング！

①オメガ 3 脂肪酸が豊富な青魚
 アレルギー疾患を含めた現代における炎症性疾患の最大の原因は、
オメガ 6 脂肪酸の過剰摂取による炎症成分過多がもっとも有力視されて
いますので、 これに根本的に対抗するオメガ 3 脂肪酸は毎日摂取した
い栄養素であり、 オメガ 3 脂肪酸を豊富に含む青魚はできるだけ毎日　
1 品食べたいものです。 　　

②リコピン豊富なトマト
 特に効果の高い植物性抗酸化物質であるリコピン、 これを含むトマトも
意識して食べたい野菜です。 またリコピンは加熱による損失が少ないど
ころか、 トマトを加熱調理するとリコピンの吸収率 ・ 吸収量がむしろ上昇
するというデータもあります。
　したがって生で食べずとも調理に用いたりジュースにしても十分な効果
が見込めます。

 みんなでアンチエイジング！

編集後記

ＹＤＰの今年の抱負★

今月の特集

ＹＤＰからのお知らせ

スターリードからのお知らせスターリードからのお知らせ

佳奈先生の健康百科佳奈先生の健康百科

2017年パーティー情報

４月より新スタッフで入ります！

YDP Spring Dance Party 2017
４月２３日（日曜日）１４：００～ヨコミチダンスプラザにて

ご参加 ・ ご出演大募集！

プチデモ
1 分３０秒で踊るソロデモです。

思い出の曲やお好きな曲、衣装で楽しみませんか？

チャレンジカップ
女性教師と１分３０秒間を数組で踊る形式のイベントです。

（アマチュアカップルの出場も可）

１０種目

（W・Ｔ・ＳＦ・Ｑ・ＶＷ・Ｒ・Ｃ・Ｓ・Ｐ・Ｊ）

スターリード (YDP 内 ) で 3 月 6 日 ( 月 ) ～ 11 日 ( 土） 12 時

～ 20 時 ・期間限定で大変お買い得なセールを開催いたしま

す！この機会に気になる商品をチェックしましょう！

入場料：前売券 2000円　　当日券 2500円

SALE

はじめまして、４月から入社いたします宮原弘樹です！
　東海大学で競技ダンスを始めダンス歴４年になりま
す！　得意な種目は「サンバ・パソドブレ」ですがモダ
ン種目も大好きです。ダンス以外の趣味は、野球・音楽
集め・ラーメン屋巡りです！よろしくお願いします！

入社前の 2 月の土曜日 19 時から「初級ラテ
ンベーシック」のコースを受け持つことにな
りましたので皆様ぜひ僕と踊って下さい！

新グループレッスンのご案内

一年に一度のビッグイベント

「アジアオープン」 が

今年も開催されます！

昨年は、 スタンダード

「アルナス ・ カチューシャ組、 ビクター ・ アナスタシア組」

ラテン 「リカルド ・ ユリア組、 マウリツィオ ・ アンドラ組」

が海外から参加！

今年は新カップルで参戦 !!

ＹＤＰからも 「北岸・長内組、 中村・岡本組、 邵・田中組、

小國・滝沢組」 が出場しますので、是非応援お願い致します !!

Asian OpenAsian Open

お菓子ドリンク付き

ミキシング・ダンスタイムはＹＤＰスタッフが

お相手致します。


