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　先日のスクエアダンス協会の集計によりますと、平成 15年度の西日本支部 S協会員は、

979名になっています。数年前からの目標でありました1000名は、来年度は確実に達成でき

ることと思います。S協会員外を含めますと、1100名を越す支部となっています。これも各

クラブ会員一人一人の協力のおかげであります。

　平成15年度の西日本支部の大きな目標として、支部組織の充実と新クラブの設立・会員

の拡大があります。まず、各ブロック（中国・四国・九州）の組織力の充実を図ることによ

り、支部全体の組織力の充実を目指します。そのため各ブロックにブロック長・副ブロック

長・総務委員の3名選出しました。次に、会員拡大のために各クラブの会員勧誘はもちろん

ですが、新クラブ設立が会員拡大の一番の方策と考えられ、これにも努力していきます。

　ここ数年の九州ブロック新設クラブの増加には、目を見張るものがあります。その結果が

S協会員の増加に結びついています。中国ブロック・四国ブロックもクラブの新設について、

もっと積極的に頑張らなければなりません。

　近い将来、おそらく数年後には各ブロックが独立して、中国支部・四国支部そして九州支

部となることが考えられます。その時に慌てて組織作り、会員の増加を考えるのでは遅すぎ

ます。平成15年度をきっかけの年にして、すばらしい仲間と共に、より充実した西日本支

部にしていきましょう。

平成15年度はきっかけの年に！　　　　
　　　　　　　　　　　　　      西日本支部長　上　田　　　彰
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西日本ＳＤジャンボリーに参加して
サンマリン宮崎ＳＤＣ　　中　村　由紀子　

　四国の土佐の中村は、以前、何度か通ったことのある馴染みのある所です。そこでのＳＤ
は私には初体験。どんなんだろうという期待と懐かしさの入り混じった気持ちで、宮崎を出
発しました。
　中村に着き、四万十川の川下りに行きました。曇り空で、暑くもなく、豊かな水量の四万
十川を、ぴたぴたと船底にあたる波音を聞きながら下りました。周りの木々や、もぐり橋な
どを見ながら。けっこう澄んでいる水を見ながら。心地良い風に吹かれながら…。いい気分 !!
船をおり、手ナガエビのカリカリの揚げ物を食べて満足。これで今回の目的、半分以上すん
だ気分になりました。
　会場では…いました。いました。よく見る顔、
久しぶりの顔。九州内のアニバとひと味違います。
たくさん踊って、食べて、喋って、の、個性あふ
れるジャンボリーでした。
①むずかしい踊り…普段あまりひねったのをする
機会がないので、むずかしいけれどためになりま
した。ダンサーに教えていただきました。アリガ
トウ。②全体会でのデモ。初々しいルンバと年季
の入ったムードたっぷりのルンバ…ステキでした。
③たこ焼きにアイス、果物…太る心配と裏腹にヒ
ャッホー !! 幸せ。④懇親会や二次会。漫才のよう
なおもしろみと意表をつくクイズ。はしけん。笑いましたね。⑤全員へのおみやげ。川のり
おいしく食べています。
　土佐中村の人たちって、ユニークと常々思っていたけれど、今日でその思いが倍増しました。
踊りやお世話を一生懸命してくださっているのがよくわかりました。感謝 !! です。
　最後に…。中村での西日本ジャンボリーは初めてでした。たまには、こういうのも良いと
思います。そして、参加者が 190 人位あったということは、似たような所に住む者として、
とてもうれしいことでした。

第20回西日本スクエアダンスジャンボリー四万十大会に参加して
土佐中村ＳＲＤＣ　　大　川　六　男　

　
　昨年（平成 14 年）5 月、土佐中村 SRDC が会員募集をしていることを聞き応募しました。

　そのとき、指導者の永野さんより平成 15 年には、
中村市で西日本 JB が予定されていますので、そ

れまでには MS は踊れるように頑張って練習
を行いましょうとのお話がありました。
　土佐中村 SRDC では、初心者は主にス
クエアダンスは永野さん、RD は溝淵さん、
社交ダンスは西村さん 3 名の指導者の方々
の指導で練習をしています。
　週 1 回の練習時間では成果が見えないの

が実情です、今年に入り西日本 JB に向け
ての準備が加わり忙しい日々が続きました。

　大会が近づくと練習にも一段と熱が加わり練
習会場の消灯時間を気にしながら、ダンスの練習、  
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大会プログラムの作成、大会参加者の宿
泊の最終確認等々。
　いよいよ、大会当日を迎え遠方から来
られる方々にダンスを楽しんで 2 日間を
過ごして、中村に行ってよかった、また
行きたいと、思っていただけるように土
佐中村 SRDC 全員参加して「お接待」の
気持ちで頑張りました。
　ただ自分としては、ダンスはまだまだ
未熟で皆様方には、ご迷惑をおかけしたことは反省しています。
　この大会を機会に練習を積んで各地のパーティにも参加したいと思っています。
　楽しい楽しい 2 日間でした。ありがとうございました。

西日本ジャンボリー参加記
アステール・ナインスクェアーズ広島　　東　　　貢一郎　

　２年前、大分での西日本ジャンボリーの時「次回は土佐中村で行います」との事で、高知
県へ行った事の無かった私は是非とも参加しようとその時に即決しました。
　そして、待ちに待った２年後の今回、遠路遥々（なんと６時間 !!）高知県へ行ってまいり
ました。
　道中、突然広がった大海原。瀬戸内育ちで水平線に縁の無い私は大感動しました。これだ
けでも参加の価値はあったかなと思った位です。中村市にはお昼前に到着しました。
　まだ開始まで時間があるので、土佐中村ＳＤＣの方々にお聞きしてちょっと観光。
　まず始めに行ったのは四万十川を見に佐田沈下橋へ。まったく人の手が入らない自然と綺
麗な水に思わず深呼吸。
　次に向かったのは水車の里。大小いくつもの水車が水路の水を掻きながらゆっくり廻る姿
を見ながら長閑な気分に。そこへ何やら甘い匂いが……。どうやらイチゴの匂いの様で、近
くの小屋で働いている方に早速聞いてみると今日は終わってしまったとの返事。あーあ、残念。
　そろそろ開会時間が迫ってきたので会場に戻ると、そこには見慣れた方・お初にお目にか
かる方でごった返していました。聞くと参加者が約２００人との事！
　お世話役の土佐中村ＳＤＣの方々も嬉しい悲鳴をあげていらっしゃいました。
　そしてダンスタイムは笑顔と楽しい声がこだましつつ、ほんとアッと言う間に終わってし
まいました。そのダンスタイムの合間にはデザートが出たり、なんとたこ焼きまで登場！
　夕食は四万十名物皿鉢料理で舌包みを打ちつつ、いろんなクラブの方とアルコールを交え
てお話をしました。更に二次会は土佐名物「箸ケン」で異様な程の大盛り上がり。
　二日目は更にヒートアップ！色々な方のコールを聞けてコーラーとしても大変勉強になり
ました。そして二日目もさまざまなスナックが出てきて、私達を大いに困らせてくれました（「食

べたいけどお腹が出てくるぅー」
等と）
　最後まで笑顔が絶える事が無か
ったとても楽しい２日間でした。
　２日間お世話いただいた土佐中
村 SRDC の皆様に深く感謝致し
ますと共に、今年は土佐中村へ行
けなかった方も、来年の西日本ジ
ャンボリーＩＮ広島へは是非足を
お運び下さい。
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第18回 西日本スクエアダンス講習会
日　時　平成15年 9月 27日（土）13時 30分 ～ 28日（日）15時

場　所　ウェルサンピア宇部� 山口県宇部市上宇部黒岩75番地
講　師　　(社)日本フォークダンス連盟公認指導者
 八　木　正　義　氏《日本フォークダンス連盟山口県支部》
 勝　亦　隆　夫　氏《名古屋Ｓ/Ｄ愛好会ポップコーンズ》
 上　田　　　彰　氏《松山スクエアダンスクラブ》
 荒　木　義　昭　氏《アーリーバードスクエアーズ広島》
 福　田　千衣子　氏《Ferris Wheel》
 中　守　孝太郎　氏《See Saw Swingers》
 高　崎　文　昭　氏《広島スクエアダンスの会》
 井　早　常　夫　氏《広島スクエアダンスの会》
 井　早　可代子　氏《広島スクエアダンスの会》

講習内容および講師
 A コーラー養成� 勝亦　隆夫
 B 上級コーラー養成�中守孝太郎
 C キュアー養成� 高崎　文昭
 D メインストリーム�上田　　彰・福田千衣子
 E プラス� � 荒木　義昭
 F ラウンドダンス� 井早　常夫・井早可代子

h　【西日本パーティ情報】
　　　開催日時�　� 　　開催クラブ� 　行 事 名
� � 　　会　　　場� 　問合せ先� � 　電　話

 
9 月 14日（日）

�山口県SD連盟主催� 第6回ベーシックパーティ
   � アクティブやない� 河村　順子� 0834-88-0026

 9 月 20日（土）�広島県主催� 全国レクリエーション大会IN広島
   ～ 21日（日）�広島県立総合体育館武道場� 安元　正明� 0824-28-3216

 9 月 27日（土）�日本SD協会西日本支部主催� 第18回西日本支部SD講習会
   ～ 28日（日）�ウエルサンピア宇部� 河村　順子� 0834-88-0026

10月 4 日（土）�那賀川スクエアダンスクラブ�第22回アニバーサリー
   ～ 5 日（日）�阿南市文化会館� 松繁　隆敏� 0884-22-5010

10月 12日（日）
�広島県SD連合会主催� ベーシックパーティー

   � 佐伯区民文化センター� 安元　正明� 0824-28-3216

10月 12日（日）�津和野スクエアダンスクラブ�ラウンドダンス講習会
   ～ 13日（月）�ジャストホール� 上田　由香� 0856-23-5468

10月 26日（日）
�北九州スクエアダンスクラブ�第14回アニバーサリー

� スコーレ若宮� 渡辺　博文� 093-603-0813

11月 2 日（日）
�広島スクエアダンスの会� 第36回安芸のジャンボリー

� 広島市佐伯区民文化センター�井早可代子� 082-289-4557

11月 9 日（日）
�グリーングラス� ドーサードパーティ

� 久留米ふれあい農業公園多目的ホール�栗下真理子� 0942-44-6729

11月 23日（日）
�アーリーバードスクエアーズひろしま�第5回ひよこパーティ

� 広島市佐伯区民文化センター�荒木　千鶴� 082-878-5027

12月 14日（日）
�広島県SD連合会主催� もみじパーティ

� アステール・プラザ� 安元　正明� 0824-28-3216

12月 14日（日）�香川県スクエアダンス連合会�クリスマスパーティ

12月 21日（日）�津和野スクエアダンスクラブ�クリスマスパーティ
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編集を終えて
…元気に梅雨を過ごしま
したか？ さあ 夏です !! 


