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　平成17年度の西日本支部のS協会員状況を報告いたします。
　西日本支部S協会員 60団体 1175名。中国ブロック14団体 351名、四国ブロック14団体
308名、九州ブロック32団体516名となっています。
　今回は西日本支部の一番の問題である地域の広さについて考えてみたいと思います。
　今年の6月に公認指導者研修会で、支部の現状について発表をさせていただきましたが、
メインテーマとして、｢西日本支部は広すぎる｣ ということを一番に話しました。西日本のみ
なさんもあまり気にしたことがないかもしれませんが、例えば福岡市で支部ジャンボリーを
開催したとして、徳島市から参加するとしましょう。そうすると、東京から大阪まで行くの
とほとんど変わりがないことを、ご存知でしょうか。私たちはそれくらい広い地域で活動し
ているのです。
　17年度の幹事会で報告いたしましたが、西日本支部の3つのブロックを、支部として独立
できるように各ブッロクの組織力強化、会員増について、幹事の方だけでなく会員一人一人
の協力をお願いしたいのです。一つの目安として各ブロック500名という数字がありますが、
数字だけの問題でなく、組織力と各ブロックの活動状況というのが、独立へのキーポイント
になります。
　世間一般には、市町村合併が進んでいる中、西日本支部は3ブロック独立という反対の行
動をとっていますが、これには理由があります。
　1．�支部のクラブ・会員増
　2．�支部運営費の削減
　3．�支部の活性化と組織力の向上
詳しい内容までは明記できませんが、以上の3つの項目があげられます。
　これもすべて、みなさんの協力があってこそできることなのです。
　今後の西日本支部の発展に、協力をお願いします。

西日本支部の更なる飛躍を　　　　
　　　　　　　　　　　　　      西日本支部長　上　田　　　彰
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平成17年度西日本支部幹事会報告

　去る 5 月 28 日に、北九州国際会議場において西日本支部幹事会が開催されました。
　支部長挨拶のあと、日本スクエアダンス協会会長　高瀬氏が「来月 S 協の総会があります。
法人化の為、3ヵ年の計画・内容で都道府県で規定・定款の改訂し、新しい組織になったとき
耐えられるような組織展望を期待します。現在 S 協会員 12,500 人 398 団体です。皆様の協
力で、組織・会員の拡大をお願いします。」と、挨拶がありました。

報告事項
1．平成16年度事業報告・会計報告
　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」に於いて開催
　2）第 21 回西日本スクエアダンスジャンボリー
� 平成 16 年 6 月 5 日・6 日　広島プリンスホテル　参加者　270 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　3）第 19 回西日本スクエアダンス講習会
　　　中国・九州ブロック
� 平成 16 年 9 月 25 日・26 日　スコーレ若宮　参加者　176 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　　　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　参加者　90 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　4）全国理事会報告
� 平成 17 年 1 月 29 ～ 30 日　新宿パークホテル
　　　　各委員会報告・第 43 回全日本コンベンション報告・第 44 回コンベンション進捗状
　　　　況報告・審議事項として 17年度行事計画及び予算計画・マルチサイクルプランの実
　　　　施に向けた基本計画・30 ベーシックプログラム開発に向けた研究など話しあわれた。
　　　　30 日午後からは、社団法人設立委員会が開催された。　
　5）法人化現状報告（審議事項 4. その他 を参照のこと）
　6）ブロック幹事会
� 中国ブロック：平成 17 年 3 月 27 日　九州ブロック：平成 17 年 3 月 13 日　
　　　　四国ブロック：平成 17 年 3 月 27 日　
　7）ブロック代表者会議
� 平成 17 年 5 月 1 日 ・総務委員会として開催し、理事の他、ブロックの役員 6 名、
　　　　計 9 人参加。・支部幹事会のレジメを検討。・総務委員会を今後どうするか。
� ・3 ブロック支部化はどうするか、など（審議事項 2. 各ブロックから支部への独立
� について を参照のこと）
　8）鳥取県指導者派遣報告
� 1 月例会実施。2 月・3 月以降例会が事情でできていない。
　　　　これから農繁期は例会が無理。10 月からまた行う予定である。
2．平成16年度会計報告
　　　　審議の後、全員異議なく承認
3．平成17年度事業計画
　1）西日本支部幹事会　平成 17 年 5 月 28 日　北九州市　北九州国際会議場
　2）第 22 回西日本 SD ジャンボリー　平成 17 年 5 月 28 日～ 29 日　北九州国際会議場
� 参加者　　348 名　　　宿泊　　221 名
　3）平成 17 年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック　平成 17 年 10 月 1 日～ 2 日　グリンピア安浦　　　広島県
　　　四国ブロック　　　　平成 17 年 10 月 8 日～ 9 日　西条市丹原文化会館　愛媛県



　4）ブロック代表者会議（2 回）
　　　1 月は全国理事会後　　4 月は幹事会前で総務委員会となる。
　5）ブロック幹事会　　（各ブロック　年 1 回）
　6）鳥取県指導者派遣
　　　S 協の、県内クラブが 1 ～ 2 の県にクラブ数を増やしていこうという方針に基づき、指
　　　導者がいない時は支部から講師を派遣する。鳥取県は 10月から始める。県内他地域も
　　　考えている。
4．�平成17年度支部会計予算案
　　県連絡協議会通信費計上 20,000 円× 17 県＝ 34 万。・活動費のうちホームページ開設
　費をホームページ費に改める。・コーラー育成費および全国講習会補助費を 0 にしたい。
　・支部会計の予算状況が厳しいので、押さえられるところは支部の支出を減らしたい。
　以上、承認を求めたところ、全員一致をもって承認された。

確認事項
1．新クラブ紹介
　　四国 2 団体� ・えひめスクエアダンスクラブ�・西条スクエアダンスクラブ
　　九州 4 団体� ・長崎スクエアダンスクラブ� ・佐世保スクエアダンスクラブ
� � ・みやこんじょ華クラブ�・Swinging doll's（申請中）
2．支部行事ローテーション
　　　平成 18 年度支部幹事会　　　　　平成 18 年 5 月　　　香川県
　　　第 23 回西日本支部ジャンボリー　平成 18 年 5 月　　　香川県
3．平成18年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック講習会　　平成 18 年 9 月 23 ～ 24 日　　主管 大分 SDC
　　　四国ブロック講習会　　　　　平成 18 年
4．平成17年度各クラブ行事

審議事項
1．西日本支部組織について
　　☆総務委員会の運営について　
　　　・ブロック長　副ブロック長　総務委員の役割
　　　　総務委員会は、各ブロック2名以上、6名以上で行う。
　　　・ホームページ委員　
　　　　情報が充実してきているので、インターネットで見てほしい。
2．各ブロックから支部への独立について
　　・支部として稼動する目標時期は、平成 20年のコンベンションの頃を考えている。西日
　　　本支部内 S 協加盟団体の半数が九州ブロック内にある。
　　・基本運営費については、運営上、一支部 500 人が目途（九州ブロックは約 500 人）。
　　　九州は先に、というより、3 ブロック同時に支部化したい。
　　・問題点　　・指導者の不足　　・SD 人口の伸び悩み（北海道のように支部化すると活
　　　性化して SD 人口が増えたという事例もある。）
3．会議について、規約的なものはあるのか。
　　・組織図で会議の流れはいいが、きちっとした規約・要項があった方が会議の流れがい
　　　いのではないか？
　　・総務委員と副ブロック長は名称を同じにしてもいいのでは？
　　　　高瀬会長より、規約があった方がいい。などの助言を得る。
　　　　この件については、ブロック代表者会議で見直し、来年の幹事会で案を提出したい。
　　・支部規約の中で会議のことをうたって行なえばいいが、3ブロックが支部化を目前にし
　　　ている時に支部の規約を変更するまでもないのではないか。　
　　　　それも含めて、今度のブロック代表者会議で再度検討したい。
　　

2005年 8月（3）
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4．その他
 ・法人化について
　　沖吉副会長からの資料を紹介（S 協ホームページの「法人化 Q&A」を参考にしてほしい。）
　　S協法人化の現状報告と幹事への理解要請。高瀬会長より、5 月 22 日 S 協と日連で会議
　　を行い、「S 協と日連は棲み分けというより、協力して役割分担をし、相互に発展させる
　　事」という文部科学省の意向を確認しあった旨の発言あり。
 ・2008 年第 47 回全日本コンベンションについて（西日本支部担当）
　　四国は会場難。交通・会場などから福岡県が有力。北九州国際会議場も候補のひとつで
　　ある。今年度中に準備委員会（理事 3 名その他数名）を立ち上げ、開催地を決定したい。
11111111111111111111111111111111111111

第 22 回 西日本スクエアダンスジャンボリー 参加記

楽しく踊れた西日本ジャンボリー
山口スクエアダンスクラブ　　下　瀬　君　子　

　楽しいことは、１枚のパーティ情報を見たときから始まった。『エッ西日本ジャンボリー！
リーガロイヤルホテルに泊まれる？会場は北九州国際会議場！アラ素敵じゃない !!』申し込
みから随分と待って、やっと 28 日当日がやってきた。我がクラブの参加者は 17 名、全参加
者の 5％、スゴイ。
　会場は個性あふれるコスチュームのダンサ
ーで華やかな雰囲気につつまれ、ステキなコ
ールで盛り上がる。私は、なるべく他クラブ
の方のセットに入れていただき、笑顔えがお
で楽しく踊った。
　ホテルでのアフターパーティも、美味しく
楽しく、特におたのしみ抽選会で、私は大好
物の雲丹には逃げられたけれど、塩こんぶが
当たり、大満足。今回は全員に当たったのが
大変良かったと思う。
　また、ホテルの 21 階からの眺めは素晴らしく、日の出の美しさに暫くうっとりし、2 日目
の爽やかな朝を迎えた。
　ビックなイベントの楽しみは、何と言ってもすばらしいコーラー＆キュアーさんが沢山集
まられること。そして大勢のダンサーの中に溶け込んで夢が見られることだと思う。盛りあ
がったセットが終わったときの充実感が何とも言えない。
　終わりに、幸せな 2 日間を過ごさせてくださった皆様方に対し感謝の念でいっぱいです。
ありがとうございました。

西日本ジャンボリーに参加して
土佐中村スクエアラウンドダンスクラブ　　夕　部　佐代子　

　定例会が済み、片島港から佐伯へ、夜を徹して目的
地まで走りました。早起きは三文の得とか…しかし早
すぎるのも？食事場所を探しても、時間調整に門司港
レトロで朝の散歩と洒落込んでも、外観だけ…。7 人
共通の願いは、横になり寝ることだけでした。そして
やっとチェックイン…その夜の食事会では充分楽しま
せていただきました。
　名前のごとく夜に強い私･ユウベですが、夜の踊り
より、ベットの中の夢を選びました。が、そのゆとり
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　　　　　第20回 西日本スクエアダンス講習会　
日　時:平成17年 10月 1日（土）13：00～ 2日（日）15：15

場　所:グリーンピア安浦 呉市安浦町三津口326－ 48
講習内容および講師（敬称略）
　コーラーコースＡ1� 中守孝太郎
　コーラーコースＡ2� 荒木義昭
　キュアー養成� 高崎文昭
　メインストリーム踊りこみ� 上田　彰･岩田　浩
　プラスワークショップ� 安元正明
　プラス踊りこみ� 細川　浩･原井耕治
　ラウンドダンス� 井早常夫･井早加代子
役  員 :Ｓ協西日本支部幹事

参加費:16,000円（全日程･宿泊･食事込み）
　　　　 10,000円（宿泊無･夕食昼食付）

申込先:〒739-0145
� 東広島市八本松町宗吉49-1 
　　　　安元正明 TEL･FAX 082-428-3216

振込先:郵便振替口座:15170-11945851
　　　　口座名義:安元正明    

締切日:平成17年9月10日（土）

参加費:16,000円（全日程･宿泊･食事込み）
　　　　 10,000円（宿泊無･夕食昼食付）

申込先:〒739-0145
� 東広島市八本松町宗吉49-1 
　　　　安元正明 TEL･FAX 082-428-3216

振込先:郵便振替口座:15170-11945851
　　　　口座名義:安元正明    

締切日:平成17年9月10日（土）

もなく爆睡し気持ち良い朝を迎えることができました。
　パーティを重ねる毎に、踊らせて貰っていたのが、自分で踊れるように少しずつ成果が出
てきたように思います。顔見知りの方も増えて、良い出逢いに次のパーティもと意欲が湧い
てきました。この大会でプラスへ第一歩を踏み出すきっかけができたことを嬉しく思います。
楽しい 2 日間をありがとうございました。
　ところで 11 月 12･13 日と土佐中村ＳＲＤＣが 30 周年アニバーサリーを開催いたします。
心ゆくまで楽しんでいただけるよう準備をしてお待ちしております。ぜひお越しくださいませ。

西日本ジャンボリーに参加して
宮崎スクエアダンスファミリー　　横　山　一　惠　

　今回の参加は、スクエアダンスを始めて、ようやく 3 年目の若葉マークでの思い切ったも
のでした。西日本という本当に大規模なジャンボリー、そして国際会議場という素晴らしい

会場を目の当たりにし、胸は不安でドキドキ、
体はロボットみたいにカチンコチンに緊張し
ている自分がいました。
　音楽が始まり、いよいよダンスのスタート
です。パートナー探しの苦手な私ですが、先
輩方に励まされ、他県の方とパートナーとなり、
ダンスを楽しむことができました。ダンスの間、
頭の中は「できた！解らない！」の繰り返し
…そんな初心者の私のミスに嫌な顔もせず、
相手の方はにこやかにパートナーとして一緒
に楽しんでくださいました。先輩方にあたた
かい言葉をかけていただき「ホッ」と不安も

消え『さぁ頑張ろう！』という気持ちで取り組むこ
とができました。各地から集まった多くの人達が、
同じ音楽に合わせ、気持ちを一つにして踊っている姿、
また自分もその一員であることに感動することがで
きました。
　今回の参加で「もっと楽しみたい」「マナーをきち
んと知っておきたい」「自信を持って参加したい」と
いう前向きな気持ちを持つことができましたし、若
かりし頃の懐かしい音楽にのって、ダンスを満喫す
ることができました。このような機会をくださった、先生方に仲間達、また運営してくださ
った皆さんに感謝申し上げます。楽しいひとときをありがとうございました。
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第20回 四国ブロック スクエアダンス講習会  
日　時:平成17年 10月 8日 (土 )14時～20時 30分　9日(日)9時 30分～15時 30分

場　所:西条市丹原文化会館
　　　　　西条市丹原町田上方2131番地1

講習内容および講師（敬称略）

　スクエアダンスダンサーコース
　　・ベーシック（荒木義昭）
　　・ＭＳ　　　（細川  浩･多田伸司）
　　・プラス　　（村澤  博）
　スクエアダンス指導者養成コース
　　　　　　　　（上田  彰）
　ラウンドダンスダンサーコース（高口慶二）

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

 
9 月 4 日（日）

�広島県SD連合会主催� ベーシックパーティ
� 広島テクノプラザ� 安元　正明� 082-428-3216

 9 月 10日（土）�徳島県４クラブ� 徳島合同パーティー
   ～ 11日（日）�ルネッサンスリゾートナルト� 松繁　隆敏� 0884-22-5010

 
9 月18日（日）

�ペパーミントスクエアーズ五日市� 第1回アニバーサリー
� 佐伯区民センター� 石橋　良子� 082-938-1626

10月 1 日（土）�中国･九州ブロック� 第20回西日本支部SD講習会
   ～ 2 日（日）�グリンピア安浦� 安元　正明� 082-428-3216

10月 8 日（土）�四国ブロック� 第20回西日本支部SD講習会
   ～ 9 日（日）�西条市丹原文化会館� 上田　　彰� 089-975-5603

10月 8 日（土）�長崎オレンジスクエアーズ� オレンジアニバーサリーin長崎
   ～ 9 日（日）�稲佐山観光ホテル� 濱本千津子� 0957-43-4355

10月 9 日（日）�津和野スクエアダンスクラブ� 第5回ラウンドダンス講習会
   ～ 10日（月）�人権センター･ジャストホール� 上田　由香� 0856-23-5468

10月23日（日）
�山口県ＳＤ連盟� 山口県スポレク兼第8回ベーシックパーティ

� 下関市王司公民館� 猪瀬　正剛� 0832-48-2642

10月23日（日）
�北九州スクエアダンスクラブ� 第16回アニバーサリー

� スコーレ若宮� 波多野和子� 093-622-6065

11月 3 日（祝）
�下関スクエアダンスクラブ� 37周年アニバーサリー

� 下関海峡メッセ� 宮崎　幸三� 0832-22-2268

11月 6 日（日）
�広島スクエアダンスの会� 第38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 12日（土）�土佐中村ＳＲＤＣ� 創立30周年四万十アニバーサリー
   ～ 13日（日）�高知はたＪＡ会館� 永野　一男� 0880-34-1757

11月 27日（日）
�アーリーバードスクエアーズひろしま� 第7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 11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 11日（日）�広島県スクエアダンス連合会� もみじパーティ

12月 11日（日）�グリーングラス� クリスマスパーティ

12月 25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16回アニバーサリー

 2月 18日 19日�イレブンスクエアーズ� 37thアニバーサリー

第20回 四国ブロック スクエアダンス講習会  
日　時:平成17年 10月 8日 (土 )14時～20時 30分　9日(日)9時 30分～15時 30分

場　所:西条市丹原文化会館
　　　　　西条市丹原町田上方2131番地1

講習内容および講師（敬称略）

　スクエアダンスダンサーコース
　　・ベーシック（荒木義昭）
　　・ＭＳ　　　（細川  浩･多田伸司）
　　・プラス　　（村澤  博）
　スクエアダンス指導者養成コース
　　　　　　　　（上田  彰）
　ラウンドダンスダンサーコース（高口慶二）

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

 
9 月 4 日（日）

�広島県SD連合会主催� ベーシックパーティ
� 広島テクノプラザ� 安元　正明� 082-428-3216

 9 月 10日（土）�徳島県４クラブ� 徳島合同パーティー
   ～ 11日（日）�ルネッサンスリゾートナルト� 松繁　隆敏� 0884-22-5010

 
9 月18日（日）

�ペパーミントスクエアーズ五日市� 第1回アニバーサリー
� 佐伯区民センター� 石橋　良子� 082-938-1626

10月 1 日（土）�中国･九州ブロック� 第20回西日本支部SD講習会
   ～ 2 日（日）�グリンピア安浦� 安元　正明� 082-428-3216

10月 8 日（土）�四国ブロック� 第20回西日本支部SD講習会
   ～ 9 日（日）�西条市丹原文化会館� 上田　　彰� 089-975-5603

10月 8 日（土）�長崎オレンジスクエアーズ� オレンジアニバーサリーin長崎
   ～ 9 日（日）�稲佐山観光ホテル� 濱本千津子� 0957-43-4355

10月 9 日（日）�津和野スクエアダンスクラブ� 第5回ラウンドダンス講習会
   ～ 10日（月）�人権センター･ジャストホール� 上田　由香� 0856-23-5468

10月23日（日）
�山口県ＳＤ連盟� 山口県スポレク兼第8回ベーシックパーティ

� 下関市王司公民館� 猪瀬　正剛� 0832-48-2642

10月23日（日）
�北九州スクエアダンスクラブ� 第16回アニバーサリー

� スコーレ若宮� 波多野和子� 093-622-6065

11月 3 日（祝）
�下関スクエアダンスクラブ� 37周年アニバーサリー

� 下関海峡メッセ� 宮崎　幸三� 0832-22-2268

11月 6 日（日）
�広島スクエアダンスの会� 第38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 12日（土）�土佐中村ＳＲＤＣ� 創立30周年四万十アニバーサリー
   ～ 13日（日）�高知はたＪＡ会館� 永野　一男� 0880-34-1757

11月 27日（日）
�アーリーバードスクエアーズひろしま� 第7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 11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 11日（日）�広島県スクエアダンス連合会� もみじパーティ

12月 11日（日）�グリーングラス� クリスマスパーティ

12月 25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16回アニバーサリー

 2月 18日 19日�イレブンスクエアーズ� 37thアニバーサリー

事務局：〒790-0921 松山市福音寺町399-5 　上 田　　彰　Tel･Fax 089-975-5603
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
西日本支部ホームページ　http://www.milky.ne.jp/~jsds-nis/

会　　費: 7,000円（2日間､ 夕･昼食付､ 宿泊費は含まない）

　　宿泊希望者　１泊朝食付き6,000円程度
　　宿泊先：ターミナルホテル東予　西条市三津屋南6－29

申 込 先：〒 790-0921　松山市福音寺町399－ 5
　　　　　TEL/FAX 089-975-5603 上田　彰

会費振込：日本郵政公社（郵便局）
　　　　　口座番号：16170-14495931
　　　　　口座加入者名：上田　彰

申込〆切：平成17年9月18日（日）


