
ご　　挨　　拶
中四国統括支部 支部長　　原　井　耕　治　

　会員の皆様、ごきげんよう

　今年から中四国統括支部として活動が始まりました。ですが、「かわらばん」は中四国・九

州統括支部合同で従来と同様に発行します。よろしくおねがいします。

　5月の中四国統括支部幹事会で規約が承認され、新しい規約に基づき新役員が次の通り選任

されました。

支 部 長　　原井耕治（広島）　　　副支部長　上田　彰（愛媛）

総務委員　　上田由香（島根）　橋本　勉（岡山）　荒木義昭（広島）　大石　詢（広島）

　　　　　　高村　宏（山口）　村澤　博（徳島）　桑島正則（香川）　高口慶二（香川）

　　　　　　松本延三（高知）

監　　事　　安元正明（広島）　　　会　　計　増田清子（広島）

　新メンバーで皆様のお役に立てるよう頑張りますので、ご協力よろしくお願いします。

　なお、役員は各県から選ばれていますので、役員会で検討する事項等ありましたら、該当の

県の総務委員にご相談ください。

　第54回全日本SDコンベンションin福岡の第1回実行委員会が大会会場である福岡国際会議

場で7月 21日（月）に九州10人、中四国8人の参加で行われました。プログラムの概要等が

決定し、これから1年先の大会成功を目指して頑張っていきます。会員の皆様におかれまして

は、この大会への一番の協力はご自身が参加されることですので、今からご準備のほどよろし

くお願いします。

九州統括支部誕生にあたって
理事・九州統括支部支部長　　　

Cheerful Fukuoka SDC　　柴　田　邦　俊　
　本年度7番目の支部として九州統括支部が誕生、支部長に就任することになりました。九州

統括支部の早期誕生を願っていたものの、ことの大きさに戸惑っているところです。

　今までは、“九州ブロック”として西日本統括支部の下、事業が行われてきました。これか

らは、九州単独で事業を行っていくことになります。平成 27年 9月 4日から 6日に行う「第

54回全日本SDコンベンションin福岡」は、旧西日本統括支部で開催することになっています

が、これを契機に、九州が独り立ちして行く良い機会になると思います。

　今後、九州統括支部を安定して運営していくためには、指導者・コーラーの育成はもとより、

会員の増強、そして若年層への浸透を図っていかなければなりません、もちろん高齢者の存在

も忘れてはなりません。会員の皆様の英知とご支援をいただきながら、九州統括支部の発展に

微力ながら寄与できればと思っています。また、SDが生涯スポーツ・レクリエーションとして、

地域に支持され、広がっていくことを願っています。

九州統括支部役員（H26・27年度）

支 部 長　柴田邦俊（福岡）　　　副支部長　川本雅巳（大分）　

会　　計（総務委員兼任）中村由紀子（宮崎）　　　監　事　濱本千津子（長崎）

総務委員　稲倉郁子（福岡）　大津山和江（福岡）　小串夏代（熊本）　宇野繁晴（長崎）

西 日 本  かわらばん
一般社団法人日本スクエアダンス協会 中四国統括支部･九州統括支部　2014.8. № 26
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平成26年度 西日本統括支部幹事会及び中四国統括支部幹事会報告
　平成26年5月17日11時から13時30分に福岡県福岡市の休暇村志賀島で最後の西日本統括支部幹

事会及び中四国統括支部幹事会が開催されました。一般社団法人日本スクエアダンス協会高瀬

会長及び半田常務理事ご臨席のもと、出席者40名、委任状30名での会議となりました（定数は、

73団体、80名）。議長は支部規約にのっとり、原井支部長が務め、書記は総務委員の田岡要氏

が担当しました。

　来賓の高瀬会長からご挨拶をいただきました。あいさつの概要は次の通りです。

　会長を29年間勤めてきたが今年の6月で退任する。西日本統括支部は中四国と九州に分かれる

が、分割により効果的に活動できるようになる。全国の会員数は横ばいだが、クラブ数は増加

しており、高齢化の中横ばいは増加とみている。会員を1万5千さらに2万と増やして欲しい。

　議事結果は次の通りです。

1　平成25年度事業報告及び決算報告・会計監査について

　　異議なく拍手でもって承認された。また、「九州統括支部独立に伴う、西日本統括支部の

　資産按分表」についても、異議なく拍手でもって承認された。

2　中四国統括支部関係の審議

　　九州統括支部関係者了解のもと、中四国統括支部幹事会の審議を行った。

　①�平成26年度中四国統括支部事業計画（案）及び収支予算（案）について

　　　異議なく拍手でもって承認された。幹事の意見として、普及活動の推進に予算の裏付け

　　の検討をお願いしたいとの要望があり、新しい役員で検討していくことになった。

　②�一般社団法人日本スクエアダンス協会中四国統括支部規約案の制定について

　　　補足説明として、14条3項の部会は交通費を出すこと、総務委員会は年に2回会議を実施

　　していた、総務委員会の結果はかわらばんで周知を続けていく等。

　　　幹事の意見として、幹事は総務委員へ意見を伝え、総務委員会で組織として検討できる

　　よう検討願う、またホームページは有効活用が大事だが、管理された情報公開であること

　　等があった。規約案は挙手の結果、賛成多数で承認された。

　③�役員の選出

　　　総務委員候補は承認され、会議に欠席の総務委員候補に事前に支部長及び副支部長を投

　　票し、メールで安元監事まで提出するようお願いしていたところ、返事がなく白紙委任さ

　　れたと判断し、出席者で投票することとした。この結果、支部長に原井耕治、副支部長に

　　上田彰が総務委員より選ばれて、承認された。監事には安元正明が選任された。会計には

　　増田清子が指名された。

　④ その他

　　・「スクエアダンス普及ネットワーク活動報告」が報告され、この活動をクラブ内に紹介

　　　するよう要請があり、またスクエアダンス機関紙・ホームページを利用して活動してい

　　　くことが確認された。

　　・ 幹事会の予定　　　中四国統括支部：平成27年4月26日

　　　　　　　　　　　　 九州統括支部：平成27年4月29日

3　第54回全日本コンベンションについて

　① 概要及びプログラムについて

　　「第54回全日本スクエアダンスコンベンションin 福岡　概要案」及び「第54回全日本スク

　　エアダンスコンベンションプログラム案」で説明があった。



　　　教育プログラムは計画されていないのか？と質問があり、提案があれば審議されること

　　になった。他異議なく了承された。

　② 役割分担について

　　「第54回全日本スクエアダンスコンベンションin福岡　実行委員会組織（案）」で説明が

　　あった。総務委員は実行委員会組織に入って活動することを確認。会場について責任者よ

　　り機材調達ができる九州の人を出してほしいと要請があり、検討することになった。

　③ 今後のスケジュールについて

　　・第1回実行委員会、7月21日11時から、於福岡国際会議場

　　　　会場を見て、要領及び予算など検討

　　・第2回実行委員会、11月3日　場所未定

　　・第3回実行委員会、平成27年1月12日　場所未定

　④�その他確認

　　・予算は実行委員会で決めることが確認され、先に予算ありきでなく積み上げ方式とする。

　　・残金は今までは支部の資金としている。ただし、赤字にはできない。

　　・チラシやマスコットについては九州統括支部で担当することとした。

以上　
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活動費･補助金等収入

事 業 収 入

　資質向上事業収入

　交流事業収入

雑　収　入

　事業活動収入計

前 期 繰 越 金

収　入　合　計

事　業　費

　普及促進事業費

　資質向上事業費

　交流事業費

管　理　費

　会　議　費

　通信運搬費

　役員活動費

　消耗什器備品費

　印刷製本費

　雑　支　出

  事業活動支出計

次 期 繰 越 金

支　出　合　計

Ｓ協からの支部活動費

各ブロック講習会 

かわらばん・新クラブ補助・HP経費等 

ＳＤ講習会・コーラー研修会費用　

支部幹事会・総務委員会等

振込料他

支部長他役員活動費

領収書他

コピー印刷代

香典他

487,100

1,500,000

1,500,000

0

0

1,987,100

1,624,655

3,611,755

1,820,000

110,000

1,710,000

0

440,000

350,000

10,000

60,000

5,000

5,000

10,000

2,260,000

1,351,755

3,611,755

事
業
活
動
収
入
　
　
　
　
　
　
　  

　
事 

業 

活 

動 

支 

出

科　　    目       平成25年度予算額  平成25年度決算額  平成26年度予算額 　　　　　備　　　　　　考

※　平成25年度収支計算書（予算額・決算額）は、西日本統括支部のものであり、中四国統
　括支部の平成26年度の予算対比にはならないので省略しました。

平成26年度予算書
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西日本統括支部 平成26年度 第1回総務委員会報告
　平成26年 4月 29日（火）10時～ 16時 30分に西日本統括支部の平成26年度第1回総務委員

会が広島市東区民文化センター3階小会議室で行われました。出席者は次の通りです。

　中国ブロック　　原井　橋本　高村　　　四国ブロック　　細川　田岡　松繁　

　九州ブロック　　柴田　中村　　　　　　会計　増田　　　監事　安元　　　以上、10名

　議長は原井支部長が、書記は中村総務委員が務めました。

１　各ブロック幹事会報告

＜中国ブロック＞～エンジェルダンサーに補助金を出したことについて議論があった。これか

　　ら先は必要だという意見もある。中央（日本FD連盟）では、日当で出しているそうだ。こ

　　れは、それぞれの支部の判断によることとする。　

＜四国ブロック＞～中四国支部になったら、パーティー情報集めはどうするのか？中四国11人

　　の総務委員でこれから話し合う。

＜九州ブロック＞～「○○県スクエアダンス協会」に統一することにした。九州統括支部予算

　　案中〔・消耗什器備品費 5,000円は足りない。・講習会のコーラーコース3万円の補助は

　　しない。〕中四国統括支部も講習会の補助金をなくす方向になるだろう。

２　平成25年度事業報告と決算について

　・九州統括支部独立に伴う、西日本統括支部の資産按分については、表の通りとする。前払

　　い金と立替金は、九州の資産として持ち越す。（S協本部の了解あり）

　・ジャンボリーの立替金は、ジャンボリーの会計決算で清算する。（九州で）

　・コンベンション立替金は、コンベンション会計から返ってくる。按分は、3月 31日の人数

　　で計算している。按分表は、承認された。

　・中四国の通帳は今使っているものを本部で名義変更し、九州の通帳は、新規に本部が作っ

　　てくれる。カードは本部もち。（講習会の謝金の税金などのときのために）

　・平成26年度の総務委員会及び5月 17日の幹事会費用は、旅費と弁当代は、それぞれの出

　　席幹事分を各自の支部で出す。その他、事務費（資料代、会場費など）は、九州が1／ 3、

　　中四国が2／3とする。

　・講習会で、謝金と交通費の領収証は別々にする。交通費と謝金を合わせると、税金が増え

　　るので、税金対策である。領収のもらえない交通費（乗用車など）は、それぞれの経費を

　　調べて、ガソリン代、距離などの明細を出す。西日本では、「1リットル 10キロ」で承認

　　された。

３　平成26年度事業計画と予算について

　・3／31現在での人数で「活動費・補助金」が出ているので、「かわらばん」の時の情報より

　　減っている。

　・ジャンボリー参加費（1人 300円の負担金）と残金は、参加者人数で割って、各支部に分

　　ける。

４　中四国・九州統括支部規約の制定について

　　規約については、承認された。

５　支部講習会について

　中国……変わったところ「3級 RDは事前申し込みが必要」を入れた。回数はそのままの数字

　　　　　を引き継ぐ。



　九州……第1回とする。

６　西日本統括支部幹事会（5月17日）の運営について

　① 初めに一斉、25年度活動報告や決算をして、お金の按分をする。

　② それぞれの支部に分かれる。事業計画、予算、役員の選出を話す。

　③ また、一斉になり、全国コンベンションの役割を決める。

７　第30回西日本ジャンボリーについての現状報告（福岡）

　・参加者　234名（宿泊者 134名・土曜日 158名・日曜日 210名 )。到着時刻にばらつきが

　　あるので、バスの迎えを工夫する。

８　かわらばんは、8月に出す

　中四国と九州と同じ記事は載せる（支部長挨拶　2人）。ジャンボリー、新規クラブ、講習会

は、九州も入る。学校行事…岡山でやったのを紹介する。九州も河村さんに印刷を頼むと都合

がよい。全国コンベンションのちらしを入れる。7月末までに原稿を送る。

９　中四国は、幹事会で総務委員候補の承認を得、この中から、支部長、副支部長を決める。

幹事会欠席の人は、総務委員候補があがったという連絡をし、支部長と副支部長を推挙しても

らう。推挙がないときには白票とする。5月10日締め切り。

10　今後の予定

　コンベンションの実行委員会で集まる予定。

11　第54回全日本コンベンションについて

　概要　　全館貸し切り、参加予定者　1000人

　　　　　弁当は、メインホールの観客席で食べられる。

　　　　　ディナークルーズ 5日夕方、定員あり、近い場所だから行きやすい。

　　　　　夕食の紹介をする。当ホテルや近隣のホテルやレストラン

　① プログラム案について

　　・エキシビション（高校生）契約より1時間半遅れ…交渉する

　　・カントリーダンスはサンパレスホテルのホールを交渉する。

　　　1ドリンクダンス…飲み物1本つける。　　　　　

　　　参加費1,000円の時、150人で15万円。参加費については今後検討。

　　　会場費は10万円ほど。バンドへの謝礼は10万円程度。缶ビール1本500円程度

　　・（土曜日）のBでは、MSのワークショップを入れ、最終日にはみんなでMSを踊るように

　　　する。（このことを考慮して、土曜日のBのコーラーを決める。）

　　・ドアプライズやフリーマーケットはやらない。古いレコードを無料で斡旋等はしない。

　　・9／5　9：30～12：00　LD

　　　　　　1：00～ 3：00　SD体験会

　　　　　　3：00～ 5：00　秘密のダンスタイムと、変更する。

　　　　　　　　　　　　　　会場と内容はこれから協議する。

　　・金曜日の夜、屋台ツアー　中州まで歩いて10分

　　　　　　午後9：15スタート　　案内人は業者に依頼するか？

　②�組織体制について（資料により説明）

　③�今後のスケジュールについて

　　　第1回実行委員会　　7月21日　11：00～　　福岡国際会議場　集合
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西日本ジャンボリー参加記

第30回　西日本スクエアダンスジャンボリーに参加して
　　　　　　　　　　　KOIスクエアーズ広島　　　　

柳　川　公　子　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（指導コーラー　原井　耕治氏）

　　　　　　　　　5月17日（土曜日）～18日（日曜日）　休暇村　志賀島（福岡市）で行われ

　　　　　　　　たジャンボリーへ、クラブ創立3年目の当クラブから参加させて頂きました。

　　　　　　　　三部屋に分かれてのプログラム：SD（B・MS・Plus・A2★ C1）・RD（PHASEⅡ

～Ⅲ）・LD。プログラム表のタイムスケジュールとにらめっこでBとMSを堪能しました。

　参加者231人、10才は若く見えると言われる華やかなコスチュームに身を包み、楽しい食事

をはさんで、水平線に沈む夕日を見ながら、朝は潮風に吹かれながらの浜辺のモーニングダン

ス、楽しい二日間を過ごして来ました。

　疲れて休憩したい時は、P・A2・C1の上級クラスを見学し、ダンサーの真剣な眼差し、MSの

楽しい雰囲気と一変した気迫をも感じ、静かな中に張りつめた緊張感に感動しました。

　貴重な体験の中で自分の未熟さを感じ更なる練習を重ねて行きたいと思い、私たち経験の浅

いクラブ員は是非このようなチャンスがあれば体験し、更なる進歩をして行きたいと思います。

　尚、この会を主催されました皆様に感謝申しあげ、今後のスクエアダンス協会の発展をお祈

りいたします。

西日本ＳＤジャンボリーに参加して
　　　　　　　　　　　メリーメーカーズ　　　　

田　岡　　　要　
　　　　　　　　　　まず会場周辺の景観の素晴らしさに感激しました。途中JR車窓からの砂

　　　　　　　　　丘・迎えのバスでは海の中道を走行・会場の周辺の海と島等の景観そして

　　　　　　　　　波の音に温泉と美味しい食事と。遠い香川から幹事会とダンスには来たの

ですが、こんな余禄があるとは期待していませんでした。九州が分離して最初のジャンボリー

であり、会場だけでなく企画にも力が入っているのが感じられました。

　ダンスでは「なめるんじゃねいよベーシック」「モーニングダンス」、完全休みの食事、飲

み物豊富な懇親会など。ベーシックでは中守さん原井さんのコールで小学生も交えて楽しく踊

り、モーニングダンスは草地の床が傾いているので登りの方向では苦労しながらしかし楽しく

踊れました。

　高瀬会長の元気な挨拶を聴き、29年間の活躍に感謝

です。

　しかし、九州で行う全日本コンベンションを準備す

る幹事会もあったのに九州以外の幹事や会員の参加が

少なかったのは残念でした。地元の方の準備や段取り

お世話に感謝し、来年の全日本コンベンションの成功

を期待しながら帰宅しました。
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　　　西日本スクエアダンスジャンボリーに参加して

　　　　　　　　　　　Cheerful Fukuoka SDC　　　　

生　田　嘉　子　
　　　　　　　　「あら、もしかして、スクエアダンスジャンボリーですか。」JRローカル線の

　　　　　　　　車内、大きな荷物を持った女性グループに声をかけた。見ず知らずであるこ

　　　　　　　とを省みずである。四国と広島からの参加者だった。今回は西日本統括支部の

行事としては最後と聞いていた。地元福岡の者としては、おもてなしの心でお迎えしなくては

と、まず思った。

　会場は「休暇村 志賀島」ダンス会場は金印出土に由来する「金印の間」とか「万葉の間」（島

には万葉集の歌碑が点在する）。どの会場もいっぱいで和気あいあい。中でも楽しみのひとつは、

「モーニングダンス」、午前8時、白砂青松の汀、さわやかな潮風を頬に青い空と碧い海を背景

にして踊る。この開放感は何ものにも変えがたい。時々芝生に足を取られたりしながら手を取

り合って笑い、息をはずませながらステップを踏む。「なめんなよ！ベーシック」の会場で、と

りわけ目を引いたのは可愛いダンサー二人。聞けば小学校３年生と4年生とのこと。フリルい

っぱいのワンピースが軽やかに揺れている。ふと、自分の小学校時代を思い返す。

　３年生の時太平洋戦争勃発。４年生の時、日本（東京）の空に初めて敵機一機襲来。それか

らの戦中戦後の生活は言わずもがな。現在の明るい穏やか生活は、まさに金色の宝物のように

思える。この平和が永く広く続くように願う。スクエアダンスは世界に通じる共通語。手を繋

ぎ、輪を作り、心を通わせていけたらとしみじみ思う。

　ダンスの楽しさを体験した小さい二人に期待する。これから先、若い人たちへダンスの輪が

広がっていくことを。そして世界の輪に繋がっていくことを。

第30回西日本スクエアダンスジャンボリー

フェリスウィール　　　　　　　　　　　　

樽　岡　亜　月（小学３年生、右側）　
　はじめてのダンスパーティーに行って知らない人とおどるのが心ぱいでドキドキしました。

くるくるまわされて目がまわってしまい、次の動作がわからなくなって、できませんでした。

でも、みんなが動かしてくれて少しおどれました。朝のダンスでみんながおどっている時に、

つぐみちゃんと、まつぼっくりをなげてあそんだのが、楽しかったです。

　まだ習ってちょっとしかたたないけど、楽しかったから、

またダンスパーティーに行きたいです。

　
フェリスウィール　　　　　　　　　　　　

近　藤　緒　美（小学4年生、左側）　
　5月17・18日にスクエアダンスジャンボリーがありました。

最初の日のなめるんじゃないよベーシックに、あ月ちゃんと

一緒に参加しました。はじめて会う人たちとおどって楽しか

ったです。次の日は、はま辺でダンスに来た人たちがおどっ

ていました。私とあ月ちゃんは、おどらず松ぼっくりを投げ

こんじき
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て遊んでいました。体験コースでは、1人でおどるカントリーダンスが楽しかったです。

　最後に、一緒におどってくれた方、コーラーをしてくれた方ありがとうございました。

　また、ダンスに行きたいです。

新 規 ク ラ ブ 紹 介

　　　　　　　　　　　高知スクエアダンス・コウチスノー　　　　

会長　浜 田 美和子　
　　　　　　　　　平成25年 2月 23日に“高知スクエアダンス・コウチスノー”は誕生しま

　　　　　　　　した。その丁度1年後に 1周年記念のパーティーを行いました。まだあまり

　　　　　　　　にもわからないことがいっぱいの私達でしたが、たくさんの四国の仲間が駆

け付けてくれて、盛り上げ助けてくれました。仲間として大事にしてもらっていることを、コ

ウチスノーの会員一同で感じ合いました。そして改めて“スクエアダンスは楽しい”と感じた

私達でした。それから、仲間も少しずつ増え楽しさもまし頑張っています。

　高知でも“スクエアダンスを踊りたい！”ずっと思っていましたが、高知には教えてくれる

人もいなく、諦めていました。そして高口さんとの出会いがあり、スクエアダンスを高知まで

教えに来てほしいことをお願いすると、快く引き受けていただき現在に至っています。気長な

高口さんにしっかりとついていこうとみんなで頑張っています。

　メンバーはフォークダンスを踊っている人がほとんどで、スクエアダンスは、初心者です。

月1回高口さんの学習会を、もう1回は、復習会を私のコールで行っています。ベイシックが

だいぶわかってきました。スノーの他に、レインボウというサークルでもフォークダンス活動

の中で、1時間をスクエアダンスの時間にして取り組んでいますが、その中で新しい仲間が楽

しむようになってきています。

　コウチスノーは、26年度より高知県フォークダンス連盟に加盟し、日本スクエアダンス協会

にも加入をしました。

　すぐ解けてしまうスノーですが、いつか今やっていることを根雪とし新雪のベイシックを増

やし自分のものにしていき、スクエアダンスの仲間が、和がもっと広がって行く事を願ってい

ます。どうぞ宜しくお願いします。

　　　　　

　　　　　　　　　　　えひめサンライズスクエアダンスクラブ　　　　

会長　近　藤　哲　夫　
　　　　　　　　　　第28回西日本スクエアダンスジャンボリーの時に一般体験の機会があり、

　　　　　　　　　日の出町の小学生と保護者の方に参加していただき、初めてスクエアダン

　　　　　　　　　スを体験していただきました。ダンスを皆で楽しく踊ることができ、子ど

もたちもお母さんも、また踊りたいという気持ちになりました。

　素鵞小学校で夏休み休業中に「夏休み素鵞の子わくわくスクール」という体験教室の講師募

集があり、早速えひめスクェアダンスクラブでコールをされている沖野さんにお願いし、学校
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の体育館でスクエアダンスを紹介していただきました。それからは町内の公民館の分館を借り

練習をしました。

　地域の敬老会や文化祭を目標にして例会で練習に励み、スクエアダンスを地域に紹介してき

ました。地域の人たちも大変喜び、踊りを通して色々な人たちと触れ合うことができました。

　今年で3年目になり、4月に日本スクエアダンス協会にクラブを登録しました。小学生が中心

となり、月2～3回土曜日に例会を持ち楽しく活動しています。今後とも皆様のご指導をよろし

くお願いします。

　　　　　　　　　　　ひまわりスクエアダンスクラブ（徳島県）　　　　

野　口　恭　子　
　　　　　　　　　　徳島市の南部、阿南市に今年４月、新たに誕生しました、ひまわりスク

　　　　　　　　　エアダンスクラブです。ひまわりは阿南市の花です。明るく伸びやかなク

　　　　　　　　　ラブを目指して名付けました。町の生涯教育として公民館をお借りして毎

週水曜日の午後から練習をしています。

　まだまだ会員数は少ないのですが、これから少しづつ仲間を増やしていけたらなあ…と思っ

ています。

　月に一度位は、鳴門スクエアダンスクラブの村澤さんに来ていただき、楽しいコールや、ち

ょっとむづかしいコールをしてもらって、皆和気合々とダンスを楽しんでいます。

　これから益々年齢が高くなって参ります。頭と身体を動かして若々しい中高年になれるよう

頑張りたいと思います。西日本の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

YANOスクエアダンスクラブ広島

湯 木 智恵子 ＆ 坂 元 啓 子  

　2012年 9月にクラブを立ち上げ、2014年 4月新しくスクエアダンス協会に加入させていただ

きました。

　年齢を重ねるごとに、家の近く、夜よりも昼の方が家から出やすいよね、等々の話を聞き、

広島で9番目のクラブとして発足しま

した。

　・例会：毎週火曜日13:00～ 16:00

　・場所：矢野東集会所　

　・会員：13名

　原井耕治先生のご指導のもと、鈴が

峰SDC、他クラブの方々の応援を頂き、

楽しく“笑顔”でダンスの練習をして

います。

　頭の体操になるね、と大変よろこばれています。

　スクエアダンスを始めて2年目で、S協デビューしたばかりです。皆様よろしくお願いします。
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「KOIスクエアーズ広島」誕生物語
　　　　　　　　　　　　　会長　伊　東　恵美子　

　　　　　　　　　「スクエアダンスやらない？」と誘われたのは29年程昔。初めて聞くダン

　　　　　　　　ス名でしたので見学に夫婦で行きました。軽やかなカントリー＆ウエスタン

　　　　　　　　のリズムで素晴らしい歌声に合わせて楽しそうに動いておられるダンサー、

　　　　　　　　緊張して見ていたら「体験をしませんか？」とにこやかな笑顔のダンサーに

誘われ体験。二人とも特に夫がカントリーウエスタンが好きで「やってみようか？」と加入し

ました。言葉や動きが覚えられず、何度か挫折しそうになる度に会員の方から励ましの声を掛

けられました。上下関係がなく、クラブ員皆名前で呼び合い、平等な雰囲気に魅せられていま

した。訳が解らぬうちに何十年振りで頂いた卒業証書に感動。技を競い合う事なく、歩くテン

ポも良く、夢であった外国の方との交流がこのSDで可能になるとは思ってもいませんでした。

アメリカ、オーストラリアのダンサーと輪が広がり楽しく交流ができました。

　ふと気が付くと後期高齢者になっていました。所属している広島SDの会の例会は夜です。夜

自家用車の運転が難しくなり（そろそろ免許返上）脱会を考えましたが、SDが好きです。足が

動き、認知症にならない間は何とか続けたい。思い付いたのが、バスで行ける地元の公民館で

クラブが作れたらなー。

　私の性格は当たって砕けよ。先ず己斐公民館に空き部屋を確認。次に定年退職されたと聞い

ていました原井さんに尋ねました。「いいですよ」と快諾を得て、ホット安心。

　毎週木曜日13：00～ 15：00。地元の方との付き合いが無い私、8人集まるか心配です。公民

館便りに掲載して頂き2012年 6月 7日木曜日の初日、恐る恐る出かけました所、地元で復帰ダ

ンサー2名、現役（私を含め）ダンサー2名、外に6名集まり、1セット出来たのです。さあ己

斐スクエアダンスの会のスタートです。和室16畳の部屋での練習するサークル

は珍しいのではないでしょうか。「己斐」は読みにくいし県名も入れて「KOIス

クエアーズ広島」に改名。ローマ字にしたのは恋心の「恋」、そして、「鯉」と

言えば広島カープ。

　公民館のポスターやメンバーが勧誘に努め、2年目には15名になり3年目に日本スクエアダ

ンス協会に新規登録をしました。鈴が峰スクエアダンスクラブの増田様ご夫妻の強力なご支援

に助けられながら鯉幟からヒントを得「鯉をあしらったクラブバッチ」も出来上がりました。

基本カラーとコスチュウムも出来、徐々にクラブらしくなりつつあります。

　2年 2か月で会員数19名に。脱落者が出ない様に初心を忘れず気さくに声掛けをし、和やか

な雰囲気作りに努めています。役割分担も皆さん快く引き受けて下さり、今までは踊るのみで

組織の事は全く無知の私を支えて下さり、本当に感謝の気持ちで一杯です。何とか基礎作りは

出来、ヨチョチ歩きが始まりました。昼のサークルですので女性ばかりです。退職され家にこ

もっておられる男性の方に、カウボーイスタイルでカントリーウエスタンの音楽で新しい世界

の仲間入りされるのを望む思いです。

　今後は、指導者の原井さんを中心に、会の皆さんと相談しながら、地元の方々との輪を広げ、

SD発展に微力ながら精一杯努めます。クラブが後々まで継続します様ひたすら願う思いです。

　夢は第1回のパーティー。何時開催出来るかなあー。温かいご支援ご指導をよろしくお願い

致します。
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　　　小学生から元気をもらいました！
　　　　　　　　　　　岡山マスカットスクエアダンスクラブ　　　　

湯　浅　英　一　
◆ 3年前の苦い経験
　岡山マスカットSDCは、例会と同じくらい対外的な活動も重視しています。

　今回は、私たちが毎週例会場として使わせていただいている岡西公民館の近くにある岡山市

立三門（みかど）小学校3年生とのSD交流会について報告します。

　実は3年前にも同校の3年生と交流会を実施しました。2月下旬のだだっ広い体育館。暖房用

にストーブを用意してもらいましたが、薄着のコスチュームの女性には寒さがこたえたようで

す。小学生との交流会は私たちにとって初めての経験で、生徒が照れて手をつながないなど私

自身もとまどってしまい、全般的にイマイチだったと反省しきりでした。

◆事前にカップルをつくっていただいた
　今回、学校側にお願いするにあたって、前回の二の舞は絶対するまいとの強い気持ちがあり

ました。3年生は A組、B組合わせて44人。担任の先生に、事前にカップルを作っておいてい

ただくようお願いしました。また、会場は体育館ではなく空き教室を使用しました。

　いよいよ交流会当日（2月5日）がやってきました。晴れわたった青空。私たちは学校に午前

9時に集合。朝の冷気にキュンと身が引き締まりました。何か今日の出来を予感させるような

好天気。女性クラブ員が黒板のところにコスチュームを吊るしました。希望する生徒には着て

もらいたいとの思いからです。スクエアダンスの雰囲気が教室に漂い始めました。

◆全員の動きをメインに
　生徒との一体感をつくるため、英語に関するクイズを出したところ、生徒全員がひっかかっ

て、いっぺんに気分がほぐれました。続いて全員で音楽のリズムにのって教室内を自由に歩く

ことから始めました。途中何回か笛の合図で音楽を止め、3人組をつくって！とか、メガネを

かけている人！とか言って、ゲーム感覚でグループをつくってもらいました。もうみんな気持

ちもからだもほかほか。

　次に全員で長い並行ラインを作ってForward

＆ Backをしたり、大きな輪を作ってのCircle

Leftや Circle Right。後半は、事前にお願いし

てあったカップルでスクエアセットを作り、上

記の他、Dosadoや Promenadeなどをしました。

楽しい時間はあっという間に過ぎました。子供

たちが本当に可愛くて、また自分自身も楽しめ

ました。至福の時間でした。前回より子どもの

中に入れたかなと思いちょっと自信がつきまし

た。機会があればまたぜひやりたいですね。あの子供たちの笑顔が忘れられません。

　後日、子供たちが大きな模造紙に一人ひとり感想を書いてくれました。「この前のスクエアダ

ンスを家でもやって、ママとパパにすごいと言われました。」「おどりがかわいいところが気に

入りました。」「おかげでダンスが好きになりました。」「この間は『サークルレフト』『サークル

ライト』『ドーサード』などを教えてくださって本当にありがとうございました。」「毎日おどっ

てみたいです。」「まだおぼえています。いちばんすきなのはどっさあどうです。」「クイズでひ

っかかったけどとってもおもしろかったです。」「さいしょはむずかしいかな？と思ったけど、

かんたんだったので楽しかったです。」…

　学校を舞台に各地で行われているこうした実践活動が、将来スクエアダンスの普及につなが

っていけば、と願っています。最後に、この計画を実現に導いて下さった同小の先生方に厚く

御礼申し上げます。
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第1回　九州統括支部スクエアダンス講習会
　　　　日　時　平成26年 9月 27日（土）13:00～ 28日（日）15:30
　　　　会　場　豊泉荘（公立学校共済組合）別府市青山町5－73　TEL 0977-23-4281

　　　　参加費　15,000円（一泊3食）　S協・日連会員以外　1,000円増し
講習内容及び講師
1 メインストリーム躍り込み�中守孝太郎� 申込締切日　平成26年 8月 31日（日）
2 プラス踊り込み� 中村由紀子� 申込み先　川本　雅巳　TEL & FAX 097-567-3800
3 アドバンス躍り込み� 森　　一晃� 　　　　　　〒870-1123 大分市寒田870-1
4 コーラー養成（初級･中級）�原井　耕治� 振 込 先  大分県スクエアダンスクラブ
5 コーラー養成（ビギナー指導法）�伊藤　達彦� 口座番号　ゆうちょ銀行　17260-10851051
 　　※ 3級と4級の検定試験を実施します。

講習会の後は、温泉でリフレッシュしませんか！
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2 プラス踊り込み� 中村由紀子� 申込み先　川本　雅巳　TEL & FAX 097-567-3800
3 アドバンス躍り込み� 森　　一晃� 　　　　　　〒870-1123 大分市寒田870-1
4 コーラー養成（初級･中級）�原井　耕治� 振 込 先  大分県スクエアダンスクラブ
5 コーラー養成（ビギナー指導法）�伊藤　達彦� 口座番号　ゆうちょ銀行　17260-10851051
 　　※ 3級と4級の検定試験を実施します。

講習会の後は、温泉でリフレッシュしませんか！

第28回　四国地区スクエアダンス講習会
日　時:平成26年 9月 27日（土）14:00～ 28日（日）15:00
場　所:鳴門市文化会館　鳴門市撫養町南浜字東浜24 TEL 088-685-7088

講習内容
(A)ダンサーコース（アドバンス）
　Ａ１を既に習得した方を対象にＡ１の復習とＡ２の講習
(B)ダンサーコース（ベーシック/メインストリーム）
　ベーシックを既に習得した方を対象にＢレベルの再確認
　とM/Sの講習とスタイリング等の講習
(C)コーラーコース
　初心者コーラーコースを経験した方を対象に、サイトコ
　ール等をマスターしビギナー生に指導できるよう、コー
　ル技術の向上を目指す。

講師及び指導者（順不同）
　濵田淳子（日本FD連盟徳島県支部長）

　細川　浩（イレブンスクエアズ）

　上田　彰（松山スクエアダンスクラブ）

　高口慶二（メリーメーカーズ）
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参加費
　日連、S協会員5,800円（２食付き）
　　　　　　　（宿泊費は含まれていません）

　土曜日　3,000円（夕食付き）
　日曜日　3,000円（昼食付き）
締切　平成26年 9月 5日（金）
申込･問合先 村澤　博 TEL/FAX 088-678-5489
　　e-mail:murahirohead@yahoo.co.jp
　　〒771-1265 板野郡藍住町住吉字逆藤80-7
 　 宿泊は鳴門市内のビジネスホテルを予約します。
　　朝食付き約7，000円

振込口座　郵貯銀行 普通 16250-12998451
  　　徳島県スクエアダンス連絡協議会
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申込先　安元正明 TEL/FAX 082-428-3216
　〒739-0145 東広島市八本松町宗吉49-1
　ゆうちょ口座　15170-11945851
申込締切日　平成26年 9月 1日（月）

 ※ 3級と4級の検定試験を実施します。

申込先　安元正明 TEL/FAX 082-428-3216
　〒739-0145 東広島市八本松町宗吉49-1
　ゆうちょ口座　15170-11945851
申込締切日　平成26年 9月 1日（月）

 ※ 3級と4級の検定試験を実施します。

第28回　中四国統括支部スクエアダンス講習会（中国ブロック）
日　時　平成26年 10月 12日（日）13時～ 13日（月・祝）16時
場　所　サムシングホールドルフィン　広島市西区草津新町2丁目30-29　TEL 082-277-0114

講習内容　1メインストリーム躍り込み� 原井耕治・中森博次
及び講師�2プラス躍り込み� 岩田　浩・東貢一郎
� 3アドバンス躍り込み� 上田　彰

� 4コーラーコース 入門コース� 細川　浩

� 5　　〃　サイトコールの基礎� 安元正明
� 6キュアー入門コース　　井早可代子
参加費　全日程 9,500円（S協会員外 10,500円）
　　　　（夕食・昼食付き、宿泊別）
　宿泊の必要な方には、主管で手配します。
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