Country Drive Project Japan 12th Anniversary
3月20(祭) 21(土) 22(日) HOTEL CADENZA Hikarigaoka
インストラクター紹介
☆レイチェル・マッケナニー (UK)
15 歳からヨーク(英)でラインダンスを教え始める。大学で
は，スポーツと語学を研究。趣味は West Coast Swing と Salsa。
これまで多くのタイトルを勝ち取り、
女性スーパースターワー
ルドチャンピオンに輝く。Grand Classic と Showcase Line
Dance Champion として UCWDC Worlds 2000 から Double World
タイトルを獲得。MIL（マスターズインライン）の創設者とし
ての活躍でも有名。
☆スコット・ブレヴィンス (US)
インディアナ州ハイランド在住、中学生からダンスをはじめ、数々
の賞を受賞。スウィングダンサー達がスコット振付の Swing Time
Boogie をウォームアップとして踊っていたことはあまりにも有名。
絶妙な振付と格好良いダンススタイリング、King of Body Roll の異
称をもつ。
UCWDCのジャッジとしても世界各地の大会で活躍している。
カントリーダンス界で一番人気のトップスター２人から日本で直々
にレッスンを受けられる絶好の機会です。初級者から中上級者まで満
足いただけるダンスの基本テクニックをはじめ、通常の講習会とはひ
と味違った楽しいプログラム満載で開催します。
皆様の参加を心よりお待ちいたしております。

講習は中級レベルの内容を含みますが，初級者から参加頂けるレベルアップのためのプログラムです。

日 時：2009 年 3 月 20 日(祭日)13:00 〜 22 日(日)17:00 まで
講 師：レイチェル・マッケナニー＆スコット・ブレヴィンス
通訳：マーサ小笠原 ＆ 川本稔子 (ワールズ’08・スーパースター)

会 場：ホテルカデンツァ 光が丘ドーム TEL. 03-5372-4411
所在地：〒179-0075 東京都練馬区高松 5-8 J.CITY

宿 泊：講習会場のドームと隣接する HOTEL

CADENZA の宿泊を希望される方は、
平日限定朝食付プランの料金でご用意できます。
部屋数に限りがありますので、参加費と一緒に早めにお申込み下さい。
※１泊、朝食（洋食バイキング、和定食）付、サービス料、ホテル税込みの料金です。

シングル 9,000 円 ツイン 16,000 円（8,000 円×２名） トリプルは応相談

参加費：3 日間パス 20,000 円, 2 日間パス 15,000 円, 土曜１日パス 9,000 円
上記参加費は 2009 年 2 月 20 日(金)入金分までの早期申込特別割引料金です。
2 月 21 日以降の申込は当日料金になります。
申込書に記入の上、参加費振込後、直ちに申込書を郵送か FAX, または Mail して下さい。

振込先：みずほ銀行 世田谷支店 普通 ８０５０３３２ WILDJIVE 馬場進一郎
申込先：栗田道代 郵送/FAX:〒311-4145 水戸市双葉台 2-28-9 FAX/TEL:029-350-8075
E-Mail: maromaron3160@citrus.ocn.ne.jp
問合わせ：

Country Drive Project Japan http://www.countrydance.jp
主宰：Shin-ichiro BABA Mail: c-drivejp@r3.dion.ne.jp / 090-2305-3874

講習内容
20 金 13:00〜17:00 ワークショップとダンステクニック（基本から講習予定）
West Coast Swing 等のスタイリング、リズム、ターンテクニックを予定
20 金 18:30〜21:30 前夜祭: オープンダンス、デモダンスとやさしいダンス講習
講習ダンスのデモンストレーションタイム、パーティダンス
21 土 13:00〜17:00 初級者から楽しめるダンス講習（初級、初中級、中級）
しっかり基本からマスターして、夜のパーティで踊りましょう
21 土 18:30〜21:30 Show & Dance Party（スナック、フリードリンク付）
ゲストのショーケースは必見！楽しいパーティとコミュニケーションタイム
22 日 10:00〜12:00 各リズムの基本とワークショップ（お弁当付）
22 日 13:00〜17:00 ダンススタイリングを取り入れたワークショップ
インフォメーション
１）プライベートレッスン：当日ゲストインストラクターに直接交渉してください。
２）ショップ：ブーツやレッスンシューズ、アクセサリー等が購入できるブースを予定しています。
３）ビデオ：インストラクター最新ビデオの販売、講習ビデオの予約を当日会場にて予定しています。
※講習中の動画撮影は講習の進行・運営に支障をきたしますので、ご遠慮願います。
４）食 事：宿泊者は朝食付。昼食・夕食は各自お取り下さい。ホテル内には洋食バイキング・中国料理・
日本料理の３つのレストランとコンビニがあります。周辺にはファミレスもあります。

会場へのアクセス
ホテル無料送迎バス：
下記の各駅前より 9:30 から出ております。
（徒歩 15 分）
都営地下鉄大江戸線光が丘駅下車 A5 出口右手 IMA バス停
西武池袋線練馬高野台駅下車北口ターミナル正面バス停
地下鉄有楽町線成増駅３出口
東武東上線成増駅下車南口 東京信金前
車で来られる方：
関越自動車道練馬インターから約５分の距離です。
宿泊者は１日 1000 円の駐車利用となります。
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Sakura Festa’09 特別講習会 参加申込書

〒
住 所

フリガナ

氏 名

TEL/携帯
FAX

e-mail

所属クラブ・グループ

申し込まれる箇所に○印をご記入下さい

参加費の区分とホテル部屋タイプ

2/20 迄の申込

※ツインルームは同室希望者名の記載がない場合、こちらで処理致します。

2/21 以降の申込

3 日間パス (20 金, 21 土, 22 日)
￥20,000
2 日間パス 参加日 2 つに○ ( 20 金 21 土 22 日 )
￥15,000
Friday 1 日パス (20 金)
￥7,000
Saturday 1 日パス (21 土)
￥9,000
Sunday 1 日パス (22 日)
￥8,000
シングルルーム 1 泊 9,000 円 宿泊希望日に○ ( 20 21 22 ) 宿泊費計
ツインルーム 1 泊 8,000 円 宿泊希望日に○ ( 20 21 22 )
（ 同室希望者名

）

￥24,000
￥17,000
￥7,000
￥10,000
￥8,000
C-Drive チェック欄

宿泊費計

この欄に振り込み日と合計金額をご記入下さい。
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月
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月
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日に振り込みました。
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