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　役員改選によりまして、またまた…支部長を勤めさせてもらいます、松山SDCの上田彰で
す。みなさまもご存知のように、日本スクエアダンス協会（S協）は法人化の大きな第一歩
を踏み出す大切な年を迎えています。会員間・クラブ間の親睦をより深め、S協そして西日
本支部に更なる協力をよろしくお願いいたします。
　先日、国立オリンピック記念青少年センターで開催されました、スクエア・ラウンドダン
ス公認指導者研修会の研修内容の一部を報告いたします。
　テーマは、｢クラブ員の歩留まりについて｣　です。S協にとっての問題は、毎年新規会員が
増える一方で、退会される会員もたくさんいるということです。このことについてもっとク
ラブ内で考える必要があるのでは？ということで、研修会のメインテーマとして取り上げら
れました。もちろんクラブによって大きな差があります。たとえばクラブ員数・指導者数・
会場の大きさ・利便性等々ありますが、どのクラブにも共通する内容のみ記載します。
　ひとつに、会員（ビギナーも含めて）の居場所作りです。つまり、会員それぞれに役割を
当てると言うことです。例えば、ビギナーのサポート係り、行事担当、SD普及委員等々だっ
たりします。そのことにより、踊るだけの参加でなく会に協力することが出来るからです。
　次に、クラブ員相互の人間関係です。"いじめ"はありませんか？言葉だけじゃありませ
ん。踊り方ひとつでも分かりますよ。いつも同じセットで踊っていませんか？同じセットに
入ることを嫌っている人はいませんか？相手が折れるまでは…なんて言わないで、自分から
近づきませんか？
　最後に、2セットしか出来ない会場で、50人のクラブにしようって考えるのも難しいです
よね。クラブはとかく会長や指導者の言うがままになりがちです。そうではなく、クラブ員
みんなでスクエアダンスを盛り上げて、広げていくのが本来の姿ではないでしょうか。
　以上のような内容の話がありましたので、お知らせいたしました。納得するばかりです。
　西日本支部のS協会員数は1000人を超えましたが、もっともっと新しい仲間を増やせると
思います。そして、また新たな目標として1500人に向かってみなさんで力を合わせていき
ましょう。

西日本支部のみなさまへ　　　　
　　　　　　　　　　　　　      西日本支部長　上　田　　　彰
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平成16年度西日本支部幹事会報告

　去る 6 月 5 日に、広島プリンスホテルにおいて西日本支部幹事会が開催されました。
　来賓として参加されました、日本スクエアダンス協会会長 高瀬氏のあいさつの後、橋本議
長（岡山 SDC）の司会により、報告・審議事項について討議がなされましたので報告します。

報告事項
1．平成15年度事業報告・会計報告
　1）西日本支部幹事会
� 平成 15 年 5 月 24 日　高知県中村市　「中村市立中央公民館」に於いて開催
　2）第 20 回西日本スクエアダンスジャンボリー
� 平成 15 年 5 月 24 日・25 日　中村市立中央公民館　参加者　187 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　3）第 18 回西日本スクエアダンス講習会
� 平成 15 年 9 月 27 日・28 日　ウエルサンピア宇部　参加者　102 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　4）ブロック代表者会議
� 平成 15 年 11 月 16 日　　下関で開催
　5）全国理事会報告
� 平成 16 年 1 月 24 ～ 25 日
� 日本スクエアダンス協会の法人化に向けての報告、課題があった。
� 全日本コンベンション松島大会、　金沢大会の報告等
　6）講習会・ジャンボリー検討タスクチーム会議
� 平成 16 年 2 月 15 日　下関で開催
　7）ブロック幹事会
� 平成 16 年 3 月 28 日　各ブロックで開催
　8）鳥取県指導者派遣報告
� 4 回にわたり、講師派遣
2．平成15年度会計報告
　　　　全員異議なく承認
3．平成16年度事業計画
　1）西日本支部幹事会
� 平成 16 年 6 月 5 日　　広島市　　広島プリンスホテル
　2）第 21 回西日本 SD ジャンボリー
� 平成 16 年 6 月 5 日～ 6 日　　　　広島プリンスホテル
� 参加者　　270 名　　　宿泊　　191 名
　3）平成 16 年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック
� 平成 16 年 9 月 25 日～ 26 日　　スコーレ若宮　福岡県
　　　四国ブロック
� 平成 16 年 10 月 16 日～ 17 日　観音寺市中央公民館　香川県
　　　　上田氏より幹事の人は進んで参加してほしいとの申し出があった。
　4）講習会・ジャンボリータスクチーム会議（1 回）
　5）ブロック代表者会議（2 回）
　6）ブロック幹事会　　（各ブロック　年 1 回）
　7）鳥取県指導者派遣
� 講師派遣引続き継続すると報告された。
4．�平成16年度支部会計予算案
　　① 会議費の出費が膨大である。このまま出費が続くと懐はなくなるので来年は見直しが
　必要である。② 今年度の講習会補助は、前年度同様とする。③ 今年はホームページを立ち
　上げたいとの説明があった。④ 荒木氏より鳥取県に対して今年度の（補助金を含めた）支
　部バックアップの依頼が出され、　承認を求めたところ、全員一致をもって承認された。
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確認事項
1．新クラブ紹介（平成 15 年度は、5 月以降に登録があったクラブ）
　　� 平成 15 年度� 九州 2 団体� 小倉コスモススクエアーズ
� � � 長崎スクエアダンス研究会
� � 中国 1 団体� ペパーミントスクエアーズ五日市
　　　　平成 16 年度� 中国 1 団体� 鳥取グレープバイン SDC
� � 九州 1 団体� 臼杵スクエアダンスクラブ
2．支部行事ローテーション
　　　平成 17 年度支部幹事会、ジャンボリー
� 5 月 28 日～ 29 日　　　福岡県担当　　会場　北九州国際会議場　2 会場
� 宿泊　小倉駅リーガロイヤルホテル　　会費　￥19，000（ツイン）
� 30 室（シングル）　　宿泊　200 名予定　
　� 全員一致で承認
3．平成17年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック講習会
� 会場　4 箇所ぐらい候補がある。　期日　10 月第 2、または第 3 を予定。
　　　四国ブロック講習会
� 未定
4．平成16年度各クラブ行事

審議事項
1．支部ジャンボリー・講習会について
　　講習会は地域の人数、状況によって変わってくる。タスクチームで案を決めたが、また
　変わってくるので、もう一回タスクチームで問題点を討議し、検討
2．西日本支部組織図案について
　　組織図（案）を資料にて説明されたが、様々な意見が出て組織図（案）は、白紙になり、も
　う一度検討することとなった。
3．各ブロックから支部への独立について
　問題点や利点
　・３ブロック併せた幹事会がなくなる。
　・現状では幹事会の会議費用の負担が大きい。
　・地域のニーズにあった講習会ができる。
　・第一種会員数の半分が九州である。九州地域はどこでも 講習会、ジャンボリーが出来る
　　様になる。
　・各ブロック 500 人ぐらいで、組織がしっかりしていれば、独立できる。
　・Ｓ協のほうで経費の予算がかかる。（各 2 名　理事会への交通費）
4．その他
 ・法人化について
　　① 各県に連絡窓口が必要。西日本の組織図を残しておいて県組織を作る。② 窓口を明記
　　した規約・組織図を作る。 ③ 県に１つのクラブのところは、そのクラブが窓口になる。 
　　④ 窓口がその都度変わるのはまずいので、６月の総会終了後改めて詳細を連絡する。
 ・2008 年全日本コンベンションについて
　　1000 人募集の予定。空港より 1 時間ぐらいの場所。リーガロイヤルホテルを利用する
　　案が出た。随時他にもさがしていく。

役員改選
　　　　　　　　　  四国ブロック　　　　中国ブロック　　　　九州ブロック
　ブロック長　　　上　田　　　彰　　　荒　木　義　昭　　　川　本　雅　己
　副ブロック長　　細　川　　　浩　　　高　村　　　宏　　　安　田　　　穂
　総務委員　　　　村　澤　　　博　　　井　早　可代子　　　中　村　由紀子
　　　承認される。
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理事退任あいさつ
　　　Ferris　Wheel　　福　田　千衣子　

　2000 年 6 月から 2004 年 6 月までが私の理事の任期でした。
　20 世紀から 21 世紀に入り、西日本支部が、特に九州が元気になり、スクエアの灯が再び
ともり出した時期でした。2002 年の第 41 回全日本スクエアダンスコンベンションは前年の
横浜大会に続き、受け付け初日に 1000 人をこす申込があり、支部から多くの会員が参加し
てくださったことを思いだします。S 協の会員数も 1 万人を超え、九州のクラブから 1 万人
目の S 協登録者が出て、岡山大会で表彰されたのは喜ばしいことでした。今 S 協は法人化を
目指し、新たな方向に向かっています。九州は昨年クラブ未設置県がなくなり、順調にクラ
ブ数も伸びています。今後の西日本支部の発展を祈念いたします。任期中お世話になりあり
がとうございました。

新理事のひとこと
大分スクエアダンスクラブ　　川　本　雅　己　

　この度、九州ブロックより選出されました川本でございます。スクエアダンスを始めて 16
年、いゃー、ずいぶん楽しませて頂きました。これからしばらくは恩返ししなければ…　ん、？

「で、理事っていったいなにすんだ？」うーん !？「会議で能書きタレテりゃいいのかな？」
そんなことないだろうし、ちょっと調べてみますか。
　「どれどれ」九州ブロックはこの 10 年でクラブ数、会員数とも約３倍、来年には 500 会員
の大台に……九州ブロックの支部化の話も……　「げ！けっこう大変かも」「タンタン、ラス
カル、助けてー」なんてならなきゃいいけど。いやいや、「すべて私に任せなさい !!」と、言
いたいところだけど、これもないよなー、はたまた、頭の薄い…いや、影の薄い存在になっ
ちゃったりしてトホホ、薄くならないように育毛剤ふりつつ頑張りますか !!
　皆様のご協力よろしく！

第21回西日本スクエアダンスジャンボリーに参加して
岡山スクエアダンスクラブ　　岡　本　稔　子　

　今年の西日本ジャンボリーの会場は、海の近くに聳え立つ素敵な広島プリンスホテルでした。
水の上を渡るスロープをゆっくり夢見心地で上がり、受付の方の笑顔に迎えられました。資
料には 270 名参加とありました。岡山からは 18 名の参加です。大きな会場でゆったりと楽
しく踊れました。皆さん笑顔、笑顔です。楽しい時間がアッという間に過ぎて行きました。
　２Ｆの「左近の間」での穏やかな黄昏の海を眺めながらの夕食は素敵でしたが、アフター
パーティはもっと楽しかったです。アルコールの力も借りて、抽選ごとに盛り上がっていま
した。２日目は日帰りの方も来られて大勢になり、笑い声が絶えない２日間でした。新しい
知り合いの方も出来、スクエアダンスを続けていて本当によかったと思っています。
　２日間お世話いただきました皆様には深く感謝申しあげます。有難うございました。

西日本ジャンボリーにデビューして
小倉コスモススクエアーズ　　北　原　理　佳　

　6 月 5，6 日と広島市において、第 21 回西日本ジャンボリーが 270 名もの参加にて開催
されました。会場は広島港に面した広島プリンスホテルで、白を基調とした豪華なホテルで
した。さらにブルーの海と空がとても素晴らしく気分は
もちろんのこと、ダンスまでも軽やかにしてくれました。
　スクエアダンスを始めて２年半、初めてのジャンボリ
ーへの参加でした。九州を出たのも初めてで、コールに
ついて踊れるかどうか不安でしたが、MC の方ののりも
よく、コーラーさんと息の合ったトークは緊張感を取り
のぞいてくれました。西日本支部自慢の豪華なコーラー
さんのステキなコールが耳に心地よく入り、とても楽し
くダンスすることができました。
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　　　　　第19回 西日本スクエアダンス講習会　
日　時:平成16年 9月 25日（土）13：00～ 26日（日）15：30

場　所:スコーレ若宮 福岡県鞍手郡若宮町大字乙野644-2
講習内容および講師（敬称略）
　コーラー養成� 荒木義昭
　上級コーラー養成� 中守孝太郎
　キュアー養成� 高崎文昭
　メインストリーム� 岩田　浩・福田千衣子
　プラス� 森　一晃・瓜生泰司
　アドバンス�原井耕治
　ラウンドダンス� 石井通子・諸岡昭子
役  員 :西日本支部幹事

参加費:13,000円（全日程・宿泊費）
　　　　 7,000円（宿泊無・夕食昼食付）

申込先:〒814-0111 福岡市城南区茶山6-6-31
　　　　大津山和江 TEL/FAX 092-846-6541

振込先:郵便振替口座:17490-68348231
　　　　口座名義    大津山和江

締切日:平成16年8月31日（火）

参加費:13,000円（全日程・宿泊費）
　　　　 7,000円（宿泊無・夕食昼食付）

申込先:〒814-0111 福岡市城南区茶山6-6-31
　　　　大津山和江 TEL/FAX 092-846-6541

振込先:郵便振替口座:17490-68348231
　　　　口座名義    大津山和江

締切日:平成16年8月31日（火）

　また、ライトアップされたロマンテイックな景色の中、夜のアフターパーテイが行われ、
広島ならではの賞品の大抽選会がありました。私も見事！尾道ラ
ーメンが当たり、家族へのお土産になりとても嬉しかった
です。たくさんのビールで部屋での二次会も盛り上が
りました。時にジューンブライド、会場がホテルだっ
たこともあり、美しく幸せな花嫁さんがいらっしゃ
いましたが、その花嫁さんに振り向かれるほど、皆
さん個性あふれるステキなコスチュームに、スカート
ワーク、美しい笑顔で華やかにダンスされていました。

（もちろんわたしも !!）
　たくさんの方々と交流ができ、またご指導いただき、スク
エアダンスにますますはまっていきそうです！来年はもっと上達
しての参加を誓います。
　開催にあたり、企画運営にご努力、ご尽力いただいた方々にお礼と感謝を申し上げます。
あっというまの楽しい二日間でした。ありがとうございました。

西日本スクエアダンスジャンボリーに参加して
メリーメーカーズ　　田　岡　　　要　

　久しぶりに広島の街を走りました。路面電車の線路の記憶が鮮明に残っていたため、大筋
では今回のダンス会場「広島プリンスホテル」の方向に行けましたが、昔は島？の海水浴場
だったはずの場所がリゾートホテルになっていたのにはビックリ。同乗の人のアシストで何
とか会場に着くことが出来、一安心しました。
　広島湾を一望に見渡せるホテルで総勢 270 人も収容できる会場を確保し、分担しながらテ
キパキと運営されている広島のクラブの方々には追いつけないにせよ、見習う点が多くあり
ました。大分の時も参加された高瀬会長が、背筋を伸ばし歳を感じさせない声で話されるの
には、SD/RD を積極的に踊られている姿と共に、ダンスの大先輩ながらすごいと改めて感じ
ました。
　今回印象付けられたのは、九州ブロックの増加するクラブ数の多さと新人コーラーの多さ
でした。鳥取県に新しいクラブを根付かせようと広島の方がご苦労されていますが、それと
同じご苦労をされた結果とは思いますが、九州の SD メンバーの勢いを感じました。SD のメ
ンバーを増やしダンスの和を拡大するには、コーラーとクラブ数を増やすのが、必要条件と
いう印象でした。
　メリーメーカーズから９名参加して、MS/PS/AD のレベルでそれぞれ一部苦労しながらも
楽しんでいました。西日本でいいと思うのは、ダンスの和ができやすく、メゲてもあまりギ
スギスしないところです。今回特にラッキーだったのは、参加したクラブ員が抽選会で９人
中５人も当たったことです。（私は今回もダメ !!）今後もクラブ員と共に大勢参加してダンス
を楽しみ盛り上げていきたいと思っています。
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第19回 四国ブロック スクエアダンス講習会  
日　時:平成16年年10月 16日 (土 )14時～17日 (日 )15時 30分

場　所:観音寺市中央公民館・働く婦人の家（観音寺市役所隣接）観音寺市坂本町１丁目１番１号

講習内容:

　スクエアダンスダンサーコース
　　・初級コース　・中級コース
　スクエアダンス指導者コース
　ラウンドダンスダンサーコース
　ラウンドダンス指導者養成コース

会　費:

  13，000円（1泊2日、夕・朝・昼食付き）

   7，000円（2日間、宿泊なし、夕・昼食付）

h　【西日本パーティ情報】　hhhhhhhhh

　　　開催日時�　� 　　開催クラブ� 　行 事 名
� � 　　会　　　場� 　問合せ先�� 　電　話

 
8 月 1 日（日）

�山口県SD連盟主催� 第1回オレンジパーティ
   � サンウイング熊毛� 河村　順子� 0834-88-0026

 
8 月 8 日（日）

�東広島スクエアダンスクラブ�第7回アニバーサリー
   � 川上公民館� 安元　邦子� 0824-28-3216

 
9 月 5 日（日）

�山口県SD連盟主催� 第7回ベーシックパーティ
   � 勝山公民館� 河村　順子� 0834-88-0026

 9 月 11日（土）�松山スクエアダンスクラブ� 創立20周年アニバーサリー
   ～ 12日（日）�ウエルサンピア伊予� 上田　　彰� 089-975-5480

 
9 月19日（日）

�広島県SD連合会主催� ベーシックパーティ
� 広島サンプラザ� 原井　耕治� 082-251-2874

 9 月 25日（土）�中国･九州ブロック� 第19回西日本支部SD講習会
   ～ 26日（日）�スコーレ若宮� 大津山和江� 092-846-6541

10月 10日（日）�津和野スクエアダンスクラブ�第４回ラウンドダンス講習会
   ～ 11日（月）�ジャストホール� 上田　由香� 0856-23-5468

10月 16日（日）�四国ブロック� 第19回西日本支部SD講習会
   ～ 17日（月）�観音寺市中央公民館� 高口　慶二� 0877-62-2659

10月 23日（日）�北九州スクエアダンスクラブ�15周年アニバーサリー
   ～ 24日（月）�スコーレ若宮� 波多野和子� 093-622-6065

11月 7 日（日）
�広島スクエアダンスの会� 第37回安芸のジャンボリー

� サムシングホール「ドルフィン」�井早可代子� 082-289-4557

11月 7 日（日）
�グリーングラス� ２nd　アニバーサリー

� 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 13日（土）�徳山スクエアダンスクラブ� 創立30周年アニバーサリー
   ～14日（日）�ウエルサンピア宇部� 河村　順子� 0834-88-0026

11月 21日（日）
�アーリーバードスクエアーズひろしま�第6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 12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 26日（日）�津和野スクエアダンスクラブ�クリスマスパーティ

 1月 10日（日）�熊本スクエアダンスクラブ� 第15回アニバーサリー

 2月 20日（日）�イレブンスクエアーズ� 36thアニバーサリー

 2月 26～ 27日�山口県SD連盟� 第6回山口県RD講習会

第19回 四国ブロック スクエアダンス講習会  
日　時:平成16年年10月 16日 (土 )14時～17日 (日 )15時 30分

場　所:観音寺市中央公民館・働く婦人の家（観音寺市役所隣接）観音寺市坂本町１丁目１番１号

講習内容:

　スクエアダンスダンサーコース
　　・初級コース　・中級コース
　スクエアダンス指導者コース
　ラウンドダンスダンサーコース
　ラウンドダンス指導者養成コース

会　費:

  13，000円（1泊2日、夕・朝・昼食付き）

   7，000円（2日間、宿泊なし、夕・昼食付）

   　【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

 
8 月 1 日（日）

�山口県SD連盟主催� 第1回オレンジパーティ
   � サンウイング熊毛� 河村　順子� 0834-88-0026

 
8 月 8 日（日）

�東広島スクエアダンスクラブ�第7回アニバーサリー
   � 川上公民館� 安元　邦子� 0824-28-3216

 
9 月 5 日（日）

�山口県SD連盟主催� 第7回ベーシックパーティ
   � 勝山公民館� 河村　順子� 0834-88-0026

 9 月 11日（土）�松山スクエアダンスクラブ� 創立20周年アニバーサリー
   ～ 12日（日）�ウエルサンピア伊予� 上田　　彰� 089-975-5480

 
9 月19日（日）

�広島県SD連合会主催� ベーシックパーティ
� 広島サンプラザ� 原井　耕治� 082-251-2874

 9 月 25日（土）�中国･九州ブロック� 第19回西日本支部SD講習会
   ～ 26日（日）�スコーレ若宮� 大津山和江� 092-846-6541

10月 10日（日）�津和野スクエアダンスクラブ�第４回ラウンドダンス講習会
   ～ 11日（月）�ジャストホール� 上田　由香� 0856-23-5468

10月 16日（日）�四国ブロック� 第19回西日本支部SD講習会
   ～ 17日（月）�観音寺市中央公民館� 高口　慶二� 0877-62-2659

10月 23日（日）�北九州スクエアダンスクラブ�15周年アニバーサリー
   ～ 24日（月）�スコーレ若宮� 波多野和子� 093-622-6065

11月 7 日（日）
�広島スクエアダンスの会� 第37回安芸のジャンボリー

� サムシングホール「ドルフィン」�井早可代子� 082-289-4557

11月 7 日（日）
�グリーングラス� ２nd　アニバーサリー

� 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 13日（土）�徳山スクエアダンスクラブ� 創立30周年アニバーサリー
   ～14日（日）�ウエルサンピア宇部� 河村　順子� 0834-88-0026

11月 21日（日）
�アーリーバードスクエアーズひろしま�第6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 12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 26日（日）�津和野スクエアダンスクラブ�クリスマスパーティ

 1月 10日（日）�熊本スクエアダンスクラブ� 第15回アニバーサリー

 2月 20日（日）�イレブンスクエアーズ� 36thアニバーサリー

 2月 26～ 27日�山口県SD連盟� 第6回山口県RD講習会

事務局：〒790-0925 松山市鷹子町696-1-101 上 田　　彰　Tel･Fax 089-975-5480
編集局：〒745-0121 周南市須々万奥1394　　 河 村 順 子　Tel 0834-88-0026･Fax 0834-88-2367

編集を終えて :雨天と晴天がはっきり別れる梅雨です。こういうのを気性(気象)が激しいというのかな。　西日本支部のホームページができる
ようですね。携帯電話でも見れるといいな…。　プロジェクトＸに、イレブンの多田さんが出ておられました。讃岐うどんを食べに香川に行こう。

宿 泊：観音寺グランドホテル
　　　 　観音寺市観音寺町甲1488-1

申込先：〒765-0061善通寺市吉原町1468
　　　　TEL/FAX 0877-62-2659 高口慶二

会費振込：日本郵政公社（郵便局）
　　口座番号：16390-11141781
　　口座加入者名：高口慶二

申込〆切：平成16年9月30日（木）


