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　いよいよ一ヶ月あまりで全日本ＳＤコンベンションin北九州が開催されます。

　西日本はもちろん、スクエアダンス協会で一番の大きな行事です。今回参加される方は、し

っかりコンベンションでのダンスを満喫して楽しんでください。

　一方、裏方で協力されている方、本当にご苦労様です。あと少し頑張って、すばらしい大会

になりますよう、よろしくお願いします。そして、このコンベンションをきっかけに、西日本

統括支部の団結をよりいっそう強固なものにしましょう。なかなか地域的なことが先に立ち、

日頃顔を合わす機会の少ない西日本のダンサーの皆さん、一人でも多くの知り合いをつくり、

ダンスの輪を広めていけることを希望しています。残念ながら参加できなかった方は、次回の

コンベンションに楽しみを残しておきましょう。

　さて、今年度は役員改選があり、西日本の理事交代がありました。荒木義昭氏（アーリーバ

ードスクエアーズ広島）に代わって、原井耕治氏（アステールナインスクエアーズ）が選出さ

れました。現在、スクエアダンス協会の組織では、西日本からは３人の理事候補を選出し、支

部長・理事・企画運営委員という組織になりますが、今期は、支部長　上田彰、理事　川本雅

巳氏、企画運営委員　原井耕治氏に決定しましたことを報告

します。

　荒木義昭氏は、5期10年という長期にわたる理事を勤めら

れ、我々西日本統括支部にとって重要なポストで活躍され、

協力していただきありがとうございました。理事は退任されまし

たが、今後も今までの知識を生かして、西日本統括支部に協

力していただけることと思います。本当にお疲れ様でした。

　西日本のダンサーの皆様、これからの２年間、新役員で頑

張りますのでよろしくお願いします。

　　　　　　コンベンションをきっかけに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本統括支部長　上　田　　　彰

平成 20 年度 西日本統括支部幹事会報告

　去る 5 月 11 日に、北九州市小倉北区 ブルーウェーブイン小倉 2 階会議室において西日本統

括支部幹事会が開催されました。

　定数 63 団体 75 名のうち、出席 40 団体 44 名・委任状 29 名で会議を進行しました。上田

彰 西日本統括支部長の挨拶のあと、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 19 年度事業報告

　1）総務委員会会議

� 平成 19 年 5 月 3 日　北九州市「厚生年金会館」に於いて開催

　2）西日本統括支部幹事会

� 平成 19 年 5 月 19 日　島根県津和野町「よしのや」に於いて開催
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　3）第 24 回西日本スクエアダンスジャンボリー

� 平成 19 年 5 月 19 日～ 20 日　津和野体育館　参加者　200 名

　4）平成 19 年度支部講習会

� 平成 19 年 10 月 20 ～ 21 日　岡山県「友愛の丘中央教育センター」　参加者 134 名

　　　　　支部外講師補助 (S 協 ) について支部長より補足：事前の計画書の提出はしていたが、黒字決算

　　　　　等により S 協より講師補助金なし。西日本統括支部から補助しているので残金は変更ない。

　5）全国理事会報告

� 平成 20 年 2 月 23 日 東京「オアシス」に於いて開催

　　① 法人化の進路

　　② コミュニティ 25 の改訂案の審議

　6）法人化現状報告

　　① 日本フォークダンス連盟の各県支部長にアンケートしたところ、了承の返答があったと

　　　 の報告は前進

　　② 6 月 7･8 日の全国理事会にて新しい進路の資料などが出されると思う

　　③ 法人化をしても公益法人となる

　　④ 法人化は時間の問題と思う

　7）ブロック幹事会

� 中国ブロック：広島　平成 20 年 3 月 23 日

　　　　四国ブロック：高松　平成 20 年 3 月 20 日　

　　　　九州ブロック：福岡　平成 20 年 2 月  3 日　

2．平成 19 年度支部会計報告および監査報告

　　　資料により会計 船田氏、監査 田岡氏より報告があり、拍手で承認される。

3．平成 20 年度事業計画

　1）総務委員会会議　　平成 20 年 5 月 5 日

　2）西日本統括支部幹事会　平成 20 年 5 月 11 日　北九州市「ホテルブルーウェーブイン小倉」

　3）平成 20 年度支部講習会　平成 20 年 10 月 11 ～ 12 日　会場　香川県東かがわ市

　4）ブロック代表者会議・総務委員会会議　　各１回開催

　5）ブロック幹事会　　各ブロック　年１回開催

　6）指導者派遣

　　　鳥取県団体登録はあるものの活動実態がない、どうにかしたいが交通費、時間的な問題

　　　があり今後の課題となっている。協力をお願いしたい。

　　　県に 1，2 団体しかない県が多い。要請があれば協力するので早めに相談してほしい。

　　　費用は全額は難しいかもしれないが、総務委員に是非連絡してください。

4．�平成 20 年度支部会計予算案

　収入の部：20,000 円増としている。S 協より一人 400 円の還付があるので、各クラブが一

　　人でも多く新しく登録してほしい。

　　コンベンションのため事業収入は四国ブロックの講習会のみ。

　支出の部：幹事会はコンベンション費用としているので計上なし。

　　SD 普及活動費は活発に活動できるものがあれば増額可

　予算は拍手で承認される。

確認事項

1．新クラブ紹介

　　　新規登録　中国ブロック　　マスカットスクエアダンス
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　　　　　　　　九州ブロック　　長崎出島ＳＤＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　佐世保フォークダンスクラブ南

　　　脱退　　　九州ブロック　　1 クラブ

　　　名称変更　四国ブロック　　伊予西条スクエアダンスクラブ（旧 西条スクエアダンスクラブ）

2．支部行事ローテーション

　　　ジャンボリーについては審議事項を参照してください。

　　　平成 21 年度全日本コンベンションは神戸ポートピアホテル（8 月下旬）

3．平成 21 年度支部講習会

　　　四国ブロック講習会　　　　　愛媛県

　　　中国・九州ブロック講習会　　山口県

　　　　九州ブロックは当初別開催の予定だったが、中国ブロックの開催地が山口県というこ

　　　　ともあり、今年度は九州ブロックと中国ブロックが協同で行うことを拍手で承認。但

　　　　し議決権の決定場所は、幹事会であることを確認しあう。

4．平成 20 年度各クラブ行事

　質疑・応答

　　《意見》全国コンベンションの順番を見直してほしい、北海道までのお迎えは遠すぎるの

　　　では？

　　《回答》意見を参考にしてまず組織委員会の方に提案してみます。

審議事項

1.  平成 21 年度支部ジャンボリーについて

　　話し合いの結果、基本的順番（四国→中国→九州）は今後も守って行くが、平成 22 年の

　日連のフォークダンス大会（福岡）に SD 部門の協力要請があるので、平成 21 年度は四国

　ブロック、平成 22 年度は中国ブロックと九州ブロックを入れ替えて開催することが決まる。

2．支部化について

　　西日本統括支部内では各ブロックの支部化は数年前に了承済。Ｓ協組織委員会でいわれる

　のはダンサーの数、各ブロック 500 名（現状四国 350、中国 400、九州 500）を。

　　人数だけではないが現状として 3 ブロック同時の支部化は難しい、みとめてもらえない。

　　支部化の手をおろすのではないが、今は難しい。ブロック内活動を強化して後につなげて

　いきたい。全国コンベンション開催後に「3 ブロック支部化」ということは、白紙としてほ

　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　　　　原井　耕治　　　川本　雅巳

　　　副ブロック長　　細川　　浩　　　　橋本　　勉　　　安田　　穂

　　　総 務 委 員　　　田岡　　要　　　　増田　清子　　　中村由紀子

　　　　上記委員を総務委員会として承認

　ブロック長協議により　支　部　長　上田　　彰

　　　　　　　　　　　　理　　　事　川本　雅巳

　　　　　　　　　　　　企画・運営　原井　耕治

4．その他　コンベンションについて

　・申込は明日より（送付枚数など注意のこと）

　・会場見取り図により説明

　・ダンス会場は天井が高いので (7m) 広く感じる

西日本支部かわらばん 2008年 7月（3）



西日本支部かわらばん

　・初日のみ一般の方と一緒になるので宣伝を

　・男性更衣室はかなり狭い

　・サファイアの会場で、中日 (13 日 ) に初心者体験コースを予定（決まり次第連絡する）

　・クリスタルの会場がアドバンス（C1 も）

　・夜は宿泊の関係で会場を減らしてある

　・ショップは 4 店 ( チャコット､ HORIE､ SAKAI､ 中田）

　・合同ダンス時は約 700 人は OK

　プログラム関係

　・教育グログラムのスタート時間の確認

　・A2 の夜がないのは、分宿のためダンサーが減るので会場を少なくしたため

　その他　・コスチュームで移動したら宣伝になる ?!

　質疑・応答あり

　最後に支部長より

　　昨年、西日本統括支

　部規約を作成すること

　を話したが、法人化の

　件もあり、総務委員会

　で話し合い、一度作成

　して法人化後作り直そ

　うということになった。

　しかし間に合わなかっ

　たので、法人化に併せ、

　来年の幹事会で改正を

　する。支部長期間 2 年

　あるので約束します。

との言葉をもって会議終

了。（15：15）

　終了後、全員でダンス

会場のリーガ・ロイヤル

ホテルに移動し 3F､ 4F

フロアーを視察。

第47回 全国スクエアダンスコンベンション in 北九州

知ってますか「スクエアダンス」知ってますか「スクエアダンス」
スクエアダンスはカントリー&ウエスタンの軽快なメロディーに
乗って踊るアメリカ発祥のダンスです。２人１組（カップル）で
４組（８人）の四角い体形が基本の形ですので
「スクエアダンス」といいます。

ステップは?
心も身体もつい弾みだしそうな

軽快な音楽に合わせて歩くだけ

スクエアダンスの仕組みは?
コーラーと呼ばれる人が動作の指示を出し、ダンサーは
それに従って次々に隊型を変えていくことを楽しみます。
手始めに簡単な動作(約25種)を覚えると誰でもスクエア
ダンスを楽しめます。慣れると、更にたくさんの動作が
準備され、動作の組み合わせ、複雑な隊型へと進展し、
好奇心・探求心の追求には止まるところがありません。

一度見学しませんか
百聞は一見にしかず…全国からスクエアダンス愛好者1100人が集う絶好の機会
「第47回 全国スクエアダンス コンベンション in 北九州」 が開催されます。
見学は自由、なかでも13日には「体験コーナー」を設け、どなたでも参加し、
体験していただけますので、ぜひ覗いてみてください。

見学日時
 9月12日(金)  14時～17時
　　13日(土)  10時～17時　13:30～15:30は「体験コーナー」開催
　　14日(日)  10時～12時
見学方法
　1　リーガロイヤルホテル小倉3階ロビーの受付で｢見学｣と申し出てください。
　2　受付終了のバッジをお渡しし、係がご案内します。
　3　「体験コーナー」に参加する方は、リラックスできる服装と歩きやすい
　　  シューズで参加してください。
問合せ先　大会事務局　鳥濱 ℡ 092-807-9079・稲倉 ℡ 093-613-0358

　13日に開催される初心者
体験コースの案内チラシで
す。
　公民館利用者や、ＦＤ愛
好者向けに利用します。
　お友達にもお知らせして
是非体験してもらってくだ
さい。
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コンベンションのMCで使用したマイクを譲ります
　第 47 回全日本 SD コンベンションの MC 用で使用したマイクを、西日本統括支部のコーラ

ーさんキュアーさんに安価でお譲りします。型番・本数は、ND767a × 5 本（マイクコード

付）です。ご希望の方は、下記事項をよく確認の上、細川まで申し込んでください。

　マイク金額　ND767a（マイクコード付）　　10,000 円（市価の約半額）

　申 込 条 件　西日本統括支部内のコーラー・キュアーであること

　　　　　　　（クラブ所有でなく個人所有であること）

　申 込 方 法　用紙に以下の事項を記入して 必ず 郵送で申し込んでください

　　　　　　　　氏名・クラブ名・S 協番号・連絡先住所・電話

　　　　　　　　コーラー / キュアーの別・コール / キューの経験年数

　申込締切日　平成 20 年 8 月 15 日 ( 必着 )

　申　込　先　細川　浩　〒 760-0080　高松市木太町 2503 サーパス木太第 6　304 号

　引渡方法および引渡日

　　コンベンション期間中に会場で代金引換でお渡しする予定です。詳しくは申込者個人に後

　　日お知らせします。

※注意　申込が多数の場合は、コール・キューの経験の浅い人（3 年以下）を優先し、それで

　　　　も多い場合は抽選します。

平成 20 年度 西日本統括支部 

スクエアダンス講習会 
 四国ブロック  

日　　時:�平成20年 10月 11日 (土 )13時
�  　　　　　～12日 (日 )16時

会　　場:�引田公民館　東かがわ市引田513-1

講　　師：�上　田　　　彰
� 村　澤　　　博
� 細　川　　　浩
� 高　口　慶　二
� 横　井　悦　子
� 多　田　伸　司

問 合 先：�細 川　　浩 
　　　　　　�〒760-0080　高松市木太町2503
� 　    　　   サーパス木太第6 304号
� 　　　電話/FAX：050-3440-3088
� 　　　メールアドレス： hoso@384.jp 

講習内容：�メインストリーム踊りこみ
� プラス踊りこみ
� ラウンドダンス
� リーダーコース

会　　費:�Ａ6,500円（土､日参加､夕食､
� 　　　　昼食費込み）宿泊費別途
� Ｂ3,500円（土参加、夕食費込み）
� Ｃ3,500円（日参加、昼食費込み）
申込締切日

 　　 　　 平成20年９月１５日（月）

平成 20 年度 西日本統括支部 

スクエアダンス講習会 
 四国ブロック  

日　　時:�平成20年 10月 11日 (土 )13時
�  　　　　　～12日 (日 )16時

会　　場:�引田公民館　東かがわ市引田513-1

講　　師：�上　田　　　彰
� 村　澤　　　博
� 細　川　　　浩
� 高　口　慶　二
� 横　井　悦　子
� 多　田　伸　司

問 合 先：�細 川　　浩 
　　　　　　�〒760-0080　高松市木太町2503
� 　    　　   サーパス木太第6 304号
� 　　　電話/FAX：050-3440-3088
� 　　　メールアドレス： hoso@384.jp 

講習内容：�メインストリーム踊りこみ
� プラス踊りこみ
� ラウンドダンス
� リーダーコース

会　　費:�Ａ6,500円（土､日参加､夕食､
� 　　　　昼食費込み）宿泊費別途
� Ｂ3,500円（土参加、夕食費込み）
� Ｃ3,500円（日参加、昼食費込み）
申込締切日

 　　 　　 平成20年９月１５日（月）

平成 21 年

第 25 回 西日本ジャンボリー
日　時

平成21年 5 月 16 日（土）

　　　　　 ～ 17 日（日）

会　場

レーイグラッツェ
ウエディングパレス　ふじ

住　所

愛媛県新居浜市高木町３－２
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h　【西日本パーティ情報】　hhhhhhhhh
　　開催日時� 　� 　　開催クラブ� 　行 事 名

 7月 20日� 岡山SDC� 第44回アニバーサリー

 7月 27日� FD福岡県支部� 福岡県SD講習会

 8月 3日� 山口県SD連盟� 第5回オレンジパーティー

 9月 7日� 広島県SD連盟� 広島県ベーシックパーティー

 9月 12～ 14日�日本SD協会　　　第47回全日本SDコンベンションin北九州

 9月 13日� 日本SD協会� S協全国理事会

10月 4～ 6日� 日本SD協会� 第35回全日本RD講習会

10月 11～ 12日�西日本統括支部� 西日本統括支部SD講習会

10月 13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 18～ 19日�See Saw Swingers� 第15回サンダガパーティー

10月 26日� ペパーミントスクエアーズ五日市� 第4回アニバーサリー

10月 26日� 北九州SDC� 第19回アニバーサリー

11月 1～ 2日� 鳴門SDC� 10周年アニバーサリー

11月 2～ 3日� 下関SDC� 第40回アニバーサリー

11月 8～ 9日� 土佐中村SRDC� 四万十 C

11月 9日� 広島スクエアダンスの会� 第41回安芸のジャンボリー

11月 16日� アーリーバードスクエアーズ広島�第10回ひよこパーティー

11月 23日� 臼杵SDC� 第5回DoSaDoパーティー

12月 21日� 広島県SD連盟� もみじパーティー

12月 21日� 香川県SD連盟� 香川県クリスマスパーティー

21年 1月 17～ 18日�イレブンスクエアーズ� 第40回アニバーサリー

 1月 25日� アーリーバードスクエアーズ広島�第12回アニバーサリー

 2月 14～ 15日�See Saw Swingers� 第18回アニバーサリー

 2月 15日� 広島県SD連盟� 広島県SD講習会

 2月 20日� 日本SD協会� S協支部長会議

 2月 21～ 22日�日本SD協会� S協全国理事会

 2月 22日� 日本SD協会� S協総会

 2月 22日� 岡山県SD連盟� 第29回岡山県SD研修会

 2月 28～3月1日�山口県SD連盟� 山口県RD講習会

 3月 6～ 8日� 日本SD協会� 第45回全日本SD講習会

 3月 14～ 15日�メリーメーカーズ� 30周年アニバーサリー

 3月 21～ 22日�直方SRDC� アニバーサリー

 3月 22日� 西日本統括支部� 中国ブロック幹事会

 3月未定� 西日本統括支部� 四国ブロック幹事会

 3月未定� 西日本統括支部� 九州ブロック幹事会

 4月 4～ 5日� アステールナインスクエアーズ� 第17回アニバーサリー

 4月 11～ 12日�大分SDC� 20周年アニバーサリー

 5月未定� Cheerful Sweepers� 第8回トリプルフェスタ

 6月未定� 福岡県� 九州プラスパーティー

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

 7月 20日� 岡山SDC� 第44回アニバーサリー

 7月 27日� FD福岡県支部� 福岡県SD講習会

 8月 3日� 山口県SD連盟� 第5回オレンジパーティー

 9月 7日� 広島県SD連盟� 広島県ベーシックパーティー

 9月 12～ 14日�日本SD協会　　　第47回全日本SDコンベンションin北九州

 9月 13日� 日本SD協会� S協全国理事会

10月 4～ 6日� 日本SD協会� 第35回全日本RD講習会

10月 11～ 12日�西日本統括支部� 西日本統括支部SD講習会

10月 13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 18～ 19日�See Saw Swingers� 第15回サンダガパーティー

10月 26日� ペパーミントスクエアーズ五日市� 第4回アニバーサリー

10月 26日� 北九州SDC� 第19回アニバーサリー

11月 1～ 2日� 鳴門SDC� 10周年アニバーサリー

11月 2～ 3日� 下関SDC� 第40回アニバーサリー

11月 8～ 9日� 土佐中村SRDC� 四万十 C

11月 9日� 広島スクエアダンスの会� 第41回安芸のジャンボリー

11月 16日� アーリーバードスクエアーズ広島�第10回ひよこパーティー

11月 23日� 臼杵SDC� 第5回DoSaDoパーティー

12月 21日� 広島県SD連盟� もみじパーティー

12月 21日� 香川県SD連盟� 香川県クリスマスパーティー

21年 1月 17～ 18日�イレブンスクエアーズ� 第40回アニバーサリー

 1月 25日� アーリーバードスクエアーズ広島�第12回アニバーサリー

 2月 14～ 15日�See Saw Swingers� 第18回アニバーサリー

 2月 15日� 広島県SD連盟� 広島県SD講習会

 2月 20日� 日本SD協会� S協支部長会議

 2月 21～ 22日�日本SD協会� S協全国理事会

 2月 22日� 日本SD協会� S協総会

 2月 22日� 岡山県SD連盟� 第29回岡山県SD研修会

 2月 28～3月1日�山口県SD連盟� 山口県RD講習会

 3月 6～ 8日� 日本SD協会� 第45回全日本SD講習会

 3月 14～ 15日�メリーメーカーズ� 30周年アニバーサリー

 3月 21～ 22日�直方SRDC� アニバーサリー

 3月 22日� 西日本統括支部� 中国ブロック幹事会

 3月未定� 西日本統括支部� 四国ブロック幹事会

 3月未定� 西日本統括支部� 九州ブロック幹事会

 4月 4～ 5日� アステールナインスクエアーズ� 第17回アニバーサリー

 4月 11～ 12日�大分SDC� 20周年アニバーサリー

 5月未定� Cheerful Sweepers� 第8回トリプルフェスタ

 6月未定� 福岡県� 九州プラスパーティー

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
西日本統括支部ホームページ　http://www.milky.ne.jp/~jsds-nis/

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

　とても早い梅雨明けで、長い長い夏を過ごすことになりました。我が家のグリーンカーテン(ゴーヤ･朝顔)は、
間に合いませんでした。それにしても、この暑さ、温暖化などと悠長なことは言っていられませんね。極端な気候
の変動に、いかに頑丈な肉体も、まいってしまいそう。こんな時、クーラーをがんがん効かせてダンスをする我々
は、不届き者かもしれませんね。p

p
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