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　平成18年度役員改選により、再び？支部長として再選されましたことをお知らせします。
改選後の大きな仕事（行事）は、なんと言っても平成20年に開催を予定しています、西日
本支部主管の全日本コンベンションです。
岡山大会に引き続き、コンベンションのお世話をさせていただくことになったわけですが、
これからいろいろな準備をしていく中で、皆様に協力や応援をお願いしなくてはならない事
が多々できてきます。そのときには、どうかよろしくお願いいたします。
　いつもお話しすることですが、５年後、10年後のスクエアダンスはどのようになっている
のでしょうか。スクエアダンスの世界においても高齢化は確実に進んでいます。若手の指導
者が10年後にバリバリとコールできる環境が残っているでしょうか。自分だけの楽しみに
とどめず、将来にスクエアダンスを残していけるような活動をしたいものです。まだまだ西
日本支部は、ダンサーを増やせる環境にあります。支部としてもできる限りの協力をします
ので、何なりとお知らせください。
　最後にコンベンションの話に戻りますが、平成20年のコンベンションを盛会に開催する
ために、ぜひ 18 年と 19 年のビギナーの募集をおこない、ダンサーを増やしてください。
1,200名のコンベンションを実現しましょう。

スクエアダンスの未来に希望して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本支部長　上　田　　　彰
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平成18年度西日本支部幹事会報告

　去る 5 月 20 日に、坂出グランドホテルにおいて西日本支部幹事会が開催されました。
　定数 62 団体 75 名のうち、出席 31 団体 43 名・委任状 32 名で会議を進行しました。支
部長挨拶のあと、以下の議題を審議しましたので、報告いたします。

報告事項
1．平成 17 年度事業報告・会計報告
　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」に於いて開催
　2）第 22 回西日本スクエアダンスジャンボリー
� 平成 17 年 5 月 28 日・29 日　北九州国際会議場　参加者　223 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　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 ～ 2 日　グリーンピアせとうち　参加者　107 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　　　四国ブロック
� 平成 17 年 10 月 8 ～ 9 日　西条市丹原文化会館　参加者　73 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　4）全国理事会報告
� 平成 18 年 1 月 28 ～ 29 日　新宿パークホテル
　　　　30 ベーシックの取り扱い方、マルチサークルプランを検討して、スクエアダンスの
　　　　普及発展に使う。29 日は法人化設立総会に向けての話し合いが行なわれた。副会長
　　　　に、松下倶子氏選出。
　5）法人化現状報告
　　　　資料は全国に配布されている資料が最後で、その後は配布されていない。
　　　　法人化は未だされていない。昨年度の申請という事で継続審査されている。
　6）ブロック幹事会
� 中国ブロック：広島　平成 18 年 3 月 26 日
　　　　九州ブロック：福岡　平成 18 年 3 月 12 日　
　　　　四国ブロック：高松　平成 18 年 3 月 21 日　
　7）総務委員会
� 平成 18 年 4 月 16 日　総務委員会７名で開催
　8）その他
� 指導者派遣事業について
　　　　　鳥取県へ行っていたが現在休んでいる。今年秋にはもう一度立ち上げたい。
2．平成 17 年度会計報告
　　　審議の後、全員異議なく承認
3．平成 18 年度事業計画
　1）西日本支部幹事会　平成 18 年 5 月 20 日　香川県　坂出グランドホテル
　2）第 23 回西日本 SD ジャンボリー　平成 18 年 5 月 20 日～ 21 日　坂出グランドホテル
� 参加者　　275 名・36 団体（四国内 14 団体・四国外 22 団体）
　3）平成 18 年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック　　　平成１８年 9 月２３～２４日
　　　　会場　　別府市　地方職員共済組合別府保養所　つるみ荘
　　　　コース　６コース
　　　　ラウンドダンスは、一昨年昨年と参加者が少なく、今年は中止。検定試験は、昨年
　　　　までは夜行っていたが、勉強する時間がほしいという理由で朝に行いたい。
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　　　　四国ブロック講習会　　　平成 18 年 10 月 21 ～ 22 日
　　　　　会場　　鳴門市　鳴門地場産業振興センター　及び婦人会館
　　　　　コース　４コース　　　参加費　宿泊費は別支払い
　　　　　案内は、６月初旬四国の各クラブには発送予定。四国外は申し出てほしい。
　4）ブロック代表者会議・総務委員会
　　　　各１回ずつ　１月・４月に行う予定。
　5）ブロック幹事会
　　　　各ブロックとも、年１回、今の予定では３月に行う。
　　　　１年間の予定を決めるのだから新年度の幹事でやりたい。時期も検討の課題がある。
　6）指導者派遣
4．�平成 18 年度支部会計予算案
　　　誤りがあり、予備費、1,688,609 円に変更。ブロック代表者会議は、これからは総務
　　　委員会と名前をつける。
　　以上、予算案は全員一致をもって承認された。

確認事項
1．新クラブ紹介
　　今年の登録申し込み書は、クラブ代表＝クラブ代表幹事になっていて、戸惑われたクラ
　　ブもあったと思うが、変更のあるクラブは後で来た書類に記入して返送してください。
　　　　　新規登録　四国ブロック　　香川県　　Funny　SDC
　　　　　　　　　　中国ブロック　　広島県　　スノーバードスクェアーズ広島
　　　　　　　　　　九州ブロック　　長崎県　　長崎矢上スクエアダンスクラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県　　SD 若草
　　　　　脱退　　　九州ブロック　　鹿児島県　鹿児島吉野 S. D. C
　　　　　イレブンスクエア－ズ変更あり。代表幹事に永田氏・幹事に細川氏。
2．支部行事ローテーション
　　　平成 19 年度支部幹事会　　　　　平成 19 年 5 月 19 日　　　島根県
　　　第 24 回西日本支部ジャンボリー　平成 18 年 5 月 19 ～ 20 日　　　
　　　　会　場　津和野町民体育館・津和野町民センター大会議室
　　　　宿泊は、ホテル・旅館など３カ所の予定だが、ペンション・民宿などを利用すれば、
　　　　200 名以上可能。駐車場についても、無料を町と交渉中。
3．平成 19 年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック講習会　　岡山県　岡山ＳＤＣ
　　　四国ブロック講習会　　　　　香川県
4．各ブロックの支部化について
　　　支部化に　　賛成　３８名・反対　０名・保留　４名
　　　支部長　幹事の皆さんの意見をふまえて、スクエアダンス協会の方へは方向・組織・
　　　　予算などの案を作って持って行き、話して行きたい。平成 21 年の講習会は３つの
　　　　ブロックで行なう。県名はもう一度ブロックで決める。
　　　支部ジャンボリーも３つのブロックで分かれて行なうか？
　　　支部長　どのような形でするか 18 年度のブロック幹事会までに組織図を作り、それ
　　　　をブロック幹事会で話し合い、その結果を持って津和野で行なわれる西日本支部幹
　　　　事会で話し合う。
5．平成 18 年度各クラブ行事

審議事項
1．各ブロックから支部への独立について　　確認事項にて話し合い済み。
2．第 47 回コンベンションについて
　　　準備委員会は、次からは実行委員会に移行する。幹事の方全員が実行委員だが、準備
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　　　委員会のメンバーを含めて実行委員の中から数名の方にお願いし、実行委員会を作る。
　　　組織図案はまだ細かくは出来ていないが、全員の方に協力していただける体制をとっ
　　　て強力な組織を作る。
　　　瓜生氏より「宿泊参加者は、1000 名以上で北九州市から 200 万円の補助がある」と
　　　説明あり。　目標は、1200 名で行きたいので協力してほしい。
3．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　雅巳
　　　副ブロック長　　細川　　浩　　　　櫻下　隆志　　　安田　　稔
　　　総務委員　　　　村澤　　博　　　　高村　　宏　　　中村由紀子
　　　　ブロック長は、コンベンション開催のため２期（４年間）担当する。
4．そ　の　他
　　　法人化について
　　　　各クラブは各ＦＤ県支部に協力できる関係を保ち、ＳＤ協会の法人化がうまく進む
　　　　よう協力をお願いしたい。
　　11111111111111111111111111111111111111

第20回西日本スクエアダンス講習会に参加して
アーリーバードスクエアーズ広島　　上　田　幸　見　

　10 月 1 ～ 2 日の２日間、グリーンピアせとうちでラウンドダンスキュアーコースに軽い
気持ちで参加をしたのですが、ハードスケジュールに驚きました。
　１日目は 13 時から開講式が行われ 14 時からコース別の研修があり、その夜 20 時 10 分
より筆記検定がありました。自分の部屋で 2 日目のキューシートを書き込み大浴場に行く時
間もなくシャワーで済ませて１日目は終了。
　２日目の朝は７時から朝食（私にとってはあまりにも早い）９時から研修の始まり !! キュ
アーコースの８人のメンバーの中で自分が底辺の所にいるように思えた。
　12 時 30 分より緊張がピークに達する実技検定となり、自分の番が来た。部屋の中に入る
と見慣れた試験官の顔ぶれなのだが、何故か、一段高いところのお人に見えて、５分もない
実技がとても長く感じられた。この２日間を振り返ってみて、学生時代の受験の時を思い出し、
久々の緊張感を味わうことができた。
　これからが大変ではないか、一瞬頭をよぎり私にキュアーができるかな、と思い日々の努
力を忘れず頑張りたいと思っている。

四国ブロック講習会に参加して
えひめスクエアダンスクラブ　　近　藤　哲　夫　

　スクエアダンスの初めての講習会というので、緊張して会場に入りました。メインストリ
ームコースは二十数名が受講され、その中には同じクラブの方もいて少し安心しましたが、
いざ講習が始まると次々とコールされるが何を言われたのか分からず手をとられるままに動き、
肩にも力が入り他の人の足を引っ張ってしまいました。そして踊っているうちに少しずつコ
ールに慣れてきたのか肩の力も抜け動きも良くなってきました。
　講師の細川さんと多田さんのコールで、ベーシックの動きや日頃あまり気づかない姿勢や
手の位置、組み方など限られた時間の中で熱心にご指導いただき、みんなが早く習得するこ
とができたと思います。夜には親睦会があり、他のクラブの人たちと交流ができ楽しく過ご
すことができました。
　二日目はコース別の発表会がありました。コールを聞き踊るのが精一杯でリズムにはまだ
まだ乗れませんでした。しかし踊っていることが楽しいなという感じがしてきました。今後
も練習を積んで自分も相手の方も楽しんで踊れるようになりたいと思いました。
　講習会は大変よく準備されたおかげで、真剣に講習を受けることができました。本当にあ
りがとうございました。
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速　　報
　第 ４７ 回

全日本スクエアダンスコンベンション

    　　　　　　  　開催決定！

　２００８年 （平成２０年）

９月１２日 （金） ～１４日 （日）

リーガロイヤルホテル　小倉

主催　日本スクエアダンス協会
主管　日本スクエアダンス協会　西日本統括支部

シンボルマーク･キャッチフレーズ 
大  募  集

・ 締め切りは、 2006 年９月３０日です。

・ 応募者には素敵な景品が、 採用者には

　豪華景品がありますよ！

各ブロック代表者までお知らせください。
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　　　　　第21回 西日本スクエアダンス講習会　
日　時:平成18年 9月 23日（土）13：00～ 24日（日）16：00

場　所:地方職員共済組合別府保養所　つるみ荘（ＪＲ別府駅西口より徒歩５分）
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
　キュアーコース� � 大石　　詢
　メインストリーム踊りこみ� 荒木　義昭
　プラスワークショップ� 森　　一晃
　アドバンスワークショップ� 瓜生　泰司
　クラブリーダースタッフ研修コース�安元　正明
役  員 :Ｓ協西日本支部幹事

参加費:�15,000円（全日程･宿泊･食事込み）
　　　�10,500円（宿泊無･夕食昼食付）

申込先:〒870-1123　　大分市寒田870-1 
　　　　川本雅巳 TEL･FAX 097-567-3800

振込先:郵便振替口座:17260-10851051
　　　　口座名義:大分スクエアダンスクラブ

締切日:平成18年8 月25 日（金）

参加費:�15,000円（全日程･宿泊･食事込み）
　　　�10,500円（宿泊無･夕食昼食付）

申込先:〒870-1123　　大分市寒田870-1 
　　　　川本雅巳 TEL･FAX 097-567-3800

振込先:郵便振替口座:17260-10851051
　　　　口座名義:大分スクエアダンスクラブ

締切日:平成18年8 月25 日（金）

速　　報
　第 ４７ 回

全日本スクエアダンスコンベンション

    　　　　　　  　開催決定！

　２００８年 （平成２０年）

９月１２日 （金） ～１４日 （日）

リーガロイヤルホテル　小倉

主催　日本スクエアダンス協会
主管　日本スクエアダンス協会　西日本統括支部

シンボルマーク･キャッチフレーズ 
大  募  集

・ 締め切りは、 2006 年９月３０日です。

・ 応募者には素敵な景品が、 採用者には

　豪華景品がありますよ！

各ブロック代表者までお知らせください。

西日本ジャンボリーおかげさまで無事終了
　ジャンボリー実行委員　メリーメーカーズ　　髙　口　慶　二　

　まずは、皆さんのおかげで無事修了、274 名の参加で楽しいひと時が過ごせました。有難
うございました。
　昨年、北九州小倉で第 22 回のジャンボリーの席上、来年第 23 回の開催地は香川と聞いて
びっくり。聞いてはいたつもり、でも頭の中からすっかり抜けていました。場所、日程未定、

急遽、各クラブへ会場探しを依頼、会場は 17 年前の第
28 回全日本コンベンション会場と同じ、坂出のホテル
に決定。でも残念なことに九州地区のクラブパーティ
ーと日程が同じになってしまい申し訳ありませんでした。
　準備を進めていくうちに、10 年前の第 14 回の西日
本ジャンボリー（香川県、主管：メリーメーカー）の
事を思い出し、当時の資料をパソコンから出し見てみ
ると、その時の参加費が、何と今では考えられない、
全日程で￥9,500 円！　驚きでした。今は２倍、贅沢
になったのかも。参加人数も今と比べると少なく160名、

参加メンバーは 10 年前の人もたくさんいました。変わりなくみな元気、ダンスのレベルも
ＡＤを入れるようになり、平均年齢も含めて少
し上がった感じでしょうか･ ･ ･ ･！
　10 年前と大きく変わったことといえば、香川
県のＳＤ連絡協議会が出来た事、今回は主管が
ＳＤ連絡協議会、各クラブで受け持ちを分担、
クラブ間の連携もスムーズに行き協議会の存在
が大きくなったと思います。連絡もメールでや
り取り大きく様変わり、便利になりました。で
もやはり最後は顔を合わせての打合せですね。
　スクエアダンスの楽しさは、スムーズに踊れ
たときの一体感、緊張感、そしてみんなの笑顔、
またダンスをつぶしてしまった時の少しの悔し
さで、次へのステップアップの向上心 ( やる気 )
が沸いてくるのが
良いですね！これ
からも笑顔を絶や
さず楽しく踊りま
しょう！
　有難うございま
した。
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第21回 四国ブロック スクエアダンス講習会  
日　時:平成18年 10月 21日 (土 )13時 30分～　22日 (日 )15時

場　所:鳴門地場産業振興センター・婦人会館
　　　　　徳島県鳴門市

講習内容　・コーラー養成コース
　　　　　・メインストリームコース
　　　　　・プラスコース
　　　　　・ラウンドダンスダンサーコース

講師（敬称略）
　上田  彰　高口慶二　細川　浩　村澤　博

h　【西日本パーティ情報】　hhhhhhhhh
　　開催日時� 　� 　　開催クラブ� 　行 事 名

 9月 1～ 3日� 日本ＳＤ協会� 全日本コンベンション東京大会

 9月 9～ 10日�那賀川ＳＤＣ� 25周年記念アニバーサリー

 9月 9～ 10日�長崎ＳＤ研究会� ＤＯＳＡＤＯパーティー

 9月 23～ 24日�西日本支部中国･九州ブロック�平成18年度支部講習会

10月 1日� 下関ＳＤＣ� 第38回アニバーサリー

10月 1日� 広島県ＳＤ連合会� ベーシックパーティ

10月 8～ 9日� 津和野ＳＤＣ� ラウンドダンス講習会

10月 14～ 15日�宮崎ＳＤＣ� 第15回アニバーサリー

10月 21～ 22日�西日本支部四国ブロック� 平成18年度支部講習会

10月 22日� 山口県ＳＤ連盟� 県スポレク大会兼ベーシックパーティー

10月 28～ 29日�北九州ＳＤＣ� アニバーサリー

11月 4～ 5日� 土佐中村ＳＲＤＣ� チャレンジフェスティバルin四万十

11月 5日� 広島スクエアダンスの会� 第39回安芸のジャンボリー

11月 11日� イレブンスクエアーズ� ビギナー修了パーティー

11月 12日� 臼杵ＳＤＣ� アニバーサリー

11月 19日� アーリーバードスクエアーズ広島�ひよこパーティー

11月 23日� 宇部ＳＤＣ� ビギナー修了パーティー

11月 23日� 引田ＳＤＣ� 引田プラスの会

11月 26日� 土佐中村ＳＲＤＣ� 四万十プラス・アドバンス

12月 3日� 新居浜・松山ＳＤＣ� 合同クリスマスパーティー

12月 10日� 広島県ＳＤ連合会� もみじパーティー

12月 10日� 香川県連� 香川県クリスマスパーティー

12月 24日� 津和野ＳＤＣ� クリスマスパーティー

 2月 10～ 12日�アーリーバードスクエアーズ広島�10周年アニバーサリー

 2月 24～ 25日�イレブンスクエアーズ� 38thアニバーサリー

 2月 24～ 25日�See Saw Swingers� 16回アニバーサリー

 3月 3～ 4日� 山口県ＳＤ連盟� 第8回山口県ＲＤ講習会

 3月 18日� 西日本支部� 中国ブロック幹事会

 3月 24～ 25日�直方Ｓ＆ＲＤＣ� 15周年記念アニバーサリー

 4月 7～ 8日� アステールナインスクエアーズ� 第15回記念パーティー

 4月 14～ 15日�大分ＳＤＣ� アニバーサリー

 5月 13日� Cheerful Sweepers� トリプルスターフェスティバル

 5月 19～ 20日�西日本支部（島根県）　� 第24回西日本支部ジャンボリー

 6月 3日� 山口ＳＤＣ� 記念アニバーサリー

 7月 7～ 8日� 関門スクエアーズ� 第1回アニバーサリー

第21回 四国ブロック スクエアダンス講習会  
日　時:平成18年 10月 21日 (土 )13時 30分～　22日 (日 )15時

場　所:鳴門地場産業振興センター・婦人会館
　　　　　徳島県鳴門市

講習内容　・コーラー養成コース
　　　　　・メインストリームコース
　　　　　・プラスコース
　　　　　・ラウンドダンスダンサーコース

講師（敬称略）
　上田  彰　高口慶二　細川　浩　村澤　博

h　【西日本パーティ情報】　hhhhhhhhh
　　開催日時� 　� 　　開催クラブ� 　行 事 名

 9月 1～ 3日� 日本ＳＤ協会� 全日本コンベンション東京大会

 9月 9～ 10日�那賀川ＳＤＣ� 25周年記念アニバーサリー

 9月 9～ 10日�長崎ＳＤ研究会� ＤＯＳＡＤＯパーティー

 9月 23～ 24日�西日本支部中国･九州ブロック�平成18年度支部講習会

10月 1日� 下関ＳＤＣ� 第38回アニバーサリー

10月 1日� 広島県ＳＤ連合会� ベーシックパーティ

10月 8～ 9日� 津和野ＳＤＣ� ラウンドダンス講習会

10月 14～ 15日�宮崎ＳＤＣ� 第15回アニバーサリー

10月 21～ 22日�西日本支部四国ブロック� 平成18年度支部講習会

10月 22日� 山口県ＳＤ連盟� 県スポレク大会兼ベーシックパーティー

10月 28～ 29日�北九州ＳＤＣ� アニバーサリー

11月 4～ 5日� 土佐中村ＳＲＤＣ� チャレンジフェスティバルin四万十

11月 5日� 広島スクエアダンスの会� 第39回安芸のジャンボリー

11月 11日� イレブンスクエアーズ� ビギナー修了パーティー

11月 12日� 臼杵ＳＤＣ� アニバーサリー

11月 19日� アーリーバードスクエアーズ広島�ひよこパーティー

11月 23日� 宇部ＳＤＣ� ビギナー修了パーティー

11月 23日� 引田ＳＤＣ� 引田プラスの会

11月 26日� 土佐中村ＳＲＤＣ� 四万十プラス・アドバンス

12月 3日� 新居浜・松山ＳＤＣ� 合同クリスマスパーティー

12月 10日� 広島県ＳＤ連合会� もみじパーティー

12月 10日� 香川県連� 香川県クリスマスパーティー

12月 24日� 津和野ＳＤＣ� クリスマスパーティー

 2月 10～ 12日�アーリーバードスクエアーズ広島�10周年アニバーサリー

 2月 24～ 25日�イレブンスクエアーズ� 38thアニバーサリー

 2月 24～ 25日�See Saw Swingers� 16回アニバーサリー

 3月 3～ 4日� 山口県ＳＤ連盟� 第8回山口県ＲＤ講習会

 3月 18日� 西日本支部� 中国ブロック幹事会

 3月 24～ 25日�直方Ｓ＆ＲＤＣ� 15周年記念アニバーサリー

 4月 7～ 8日� アステールナインスクエアーズ� 第15回記念パーティー

 4月 14～ 15日�大分ＳＤＣ� アニバーサリー

 5月 13日� Cheerful Sweepers� トリプルスターフェスティバル

 5月 19～ 20日�西日本支部（島根県）　� 第24回西日本支部ジャンボリー

 6月 3日� 山口ＳＤＣ� 記念アニバーサリー

 7月 7～ 8日� 関門スクエアーズ� 第1回アニバーサリー

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:� 13,500円（泊、朝食含む）
�  6,500円（通いでの参加）
宿　泊：鳴門ホテルはま

問合先：村澤　博
� TEL & FAX　088-888-5873
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