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広報委員会

千葉県スクエアダンス連絡協議会広報誌

平成 29 年度千葉県 SD 連絡協議会の活動方針

会長

川崎 秀夫

平成 29 年度の千葉県 SD 連絡協議会の活動は、日連・S 協が推進している SD 愛好者等の拡大事業
を積極的に進めるため、県連事業の中でその具体化を図って行きます。その一歩として、本年 4 月より
県連のホームページ（HP）を開設しました。この活用は県連本部からの発信にとどまらず、各クラブの
ビギナー講習会、体験会、アニバーサリー等の発信も可能となります。また、各クラブの HP 作成の相談
にも対応して行きます。
「千の葉だより」は会員全員に情報を届ける重要な手段であり、情報伝達・交流

スクエアダ

の場として一層の充実を図ります。コーラー、キュアーの研修はよりきめ細かい実施を考えます。特に、

ンス連絡協議会
コーラー研修については、全体とは別に、各ブロックの特長を生かした企画を推進します。RD
研修は、
ダンサーのためのパーティーを開催する中、キュアー間の交流、またキュアーのいないクラブでの RD
普及に向けて、コーラーのキュアー体験企画を検討中です。クラブリーダー・スタッフ研修会もニーズ
を先取りした企画を実施します。併せて県ジャンボリー、DoSaDo パーティー等も充実を図って行きます。
前段でも触れましたが、SD 愛好者を増やすことは、各クラブの皆様の協力にかかっております。
体験会、ビギナー講習会、更には未設置市町村へのクラブ設立などを積極的に進め、ここ数年若干減少
した会員数に歯止めを掛けると共に、愛好者 2,000 人の目標に向けましても、皆様の一層のご協力を
頂けますよう今後ともよろしくお願い申し上げます。

平成２9 年度千葉県スクエアダンス連絡協議会総会報告
平成２９年６月３日開催
平成 29 年度千葉県スクエアダンス連絡協議会総会が千葉県教育会館で開催されました。出席
理事 57 名（委任状 6 名）、鈴木議長（ブルーベルスクエアーズ）を選出し、各議題は審議を経て
全会一致で承認されました。
1. 平成 28 年度事業報告・決算収支報告及び平成 29 年度事業計画・収支予算について
2. 各専門員会の平成 28 年度実績報告と平成 29 年度事業計画について
5 専門委員会の各委員長から実績と今後の計画が報告された
3. 第 16 回 DoSaDo パーティーの開催について
期日 ：

平成 29 年 7 月 9 日（日）

会場 ：

市原市民会館

講師：コーラー選任は事務局に一任する

機材担当およびスナック担当のクラブを決定した（市原、京葉、クローバー、花見川）
4. 平成 31 年度第 44 回千葉県スクエアダンスジャンボリー開催場所について
市原市民会館をメインに検討を進める
5. その他 （１）県連のホームページ（HP）を開設。1 年程度の運用経過を見る予定
（２）S 協報告：「聴こえるくん」大会場用送信機について代替え機種等を検討中

（２）

第４２回千葉県スクエアダンスジャンボリー報告
第４２回千葉県スクエアダンスジャンボリーは
2017 年 3 月 19 日、松戸市森のホール 21 で開催され
ました。今回は、日本フォークダンス連盟千葉県
支部創立 35 周年記念に当たり、千葉県スクエアダン
ス連絡協議会との合同開催となりました。1 日だけ
の開催でしたが、643 名と多数のご参加をいただき
ました。大会のキャッチフレーズは「いきいき千葉
県、楽しく一緒にハッピータイム」とし、多くの SD
愛好家に楽しい時間を過ごし頂けるよう、様々な
趣向を凝らしました。会場は 3 か所に分かれ、約 70
名のコーラーが集まり、個性あるコールで会場は大
いに盛り上がりました。さらに「MS ヤングタイム」
も行われ、白熱したコールに会場は熱気に包まれ
ました。SD の楽しさを大いに満喫することができ、
また SD を通じて多くのクラブの方々との友好を
深める、楽しいひと時を持つことが出来ました。
（広報委員 伊藤 克彦）

SD 講習会開催の報告

県連事務局長

西山 隆文

平成 28 年度のＳＤ講習会が１月 29 日（日）市原市民会館にて開催されました。内容は次の通りです。
Ａコース：MS の踊り込み
Ｂコース：ＢＡＳＩＣの踊り込み

講師 ：森口久江氏、川瀬眞紀子氏
BS－１講師：熊野美佐子氏、松井香織氏
BS－２講師：渡辺三喜男氏、前田淑子氏

参加者は役員を含め 517 名となり、活気のある中で真剣に、かつ楽しい講習会となりました。SD 愛好家
の皆様の熱心さが伝わって来て、これからも一層有意義な講習会にしていきたいと強く感じました。
ご参加いただきました皆様に感謝申し上げます。

講 習 風 景

SD 講習会の講師の皆さん

（３）

コーラー研修会に参加して
千葉県コーラー研修会が、２月１９日 71 名の参
加で盛大に開催されました。午前の部は、県内コー
ラーによる SD の定義及び、本場アメリカでのコー
ラースクール体験記で、コーラーにとって興味ある
お話でした。午後からは、大鳥 SD のジェニファー

ジェニファーさんによる指導

講師による発音の講習。講師、受講生の順に繰り返

方法やシンギングコールの練習法の紹介があり、身

し発声。スークル、サークル。どうもおかしい、違

になる上にビギナー講習のわかりやすい資料まで

う。もっと練習しなくては。頂いた CD で毎日 3 分。 頂きました。ありがとうございました。駆け出し

「発音とシンギングについて」

頑張ります！ダンサーから、

コーラーの私は、もっとガンバ！！と強く思いま

“発音、良くなったね”と言

した。“ああ、楽しかった！”のダンサーの一言を

われるまで。受講生みんなの

目標に・・・とても充実した一日でした。追伸：

思いのようでした。続いて、

今回作成した CD は，評判を聞き、千葉県以外に

東京 SDC の若松講師から、

茨城、長野県の方が購入しました。
（ワンモアスクエアーズ 川内 健司）

ダンサーにやさしいコール

第 8 回千葉地区レディースパーティー開催

南部ブロック交流会の活動

５月 3０日(火)、第 8 回レディースパーティーを千葉県

コーラー研修委員会では、初めて各ブロックでのコー

青少年女性会館で開催しました。ウィークデイにもかか

ラー交流会を企画し、１０月１６日千葉ブロック、３月１２

わらず、多くの皆様に参加していただき感謝しておりま

日南部ブロック、５月２８日中部ブロックでそれぞれ開催

す。中でも男性ダンサーに多く参加していただけるよう

されました。内容は各ブロック 3 人の講師のもと、音響や

になり、応援していただいていることを実感しました。

体験談などの情報交換をし、コール指導力の向上を目

終了後の懇親会では、反省をしたり、コールの話で盛り

指すものです。南部ブロックでは１９名の参加があり、自

上がったり、有意義な時間を過ごしました。レディース

己紹介や SD 用ツールの紹介（西山）、TAIKEN プログラ

パーティーは女性コーラーにパーティーでコールする

ム、Change of pace について（森口）、コーラーになった

機会をということで始まりました。現在は千葉地区の女性

感想（石原）など和やかに行われました。終了後の懇親

コーラー４２名、キュアー９名、女性のパワーを感じられ

会は、もちろん一段と盛り上がりました。その中でサイト

るようになりました。このパワーがこれからのコーラーの

コールをしたいとの声が上がり、勉強会 SCA（South

役割であるＳＤの普及・発展の活動にも活躍していくこ

Callers Association）が 5 月からスタートしました。一歩

が期待できます。スクエアダンスの危機を女性パワーで

前進できたことは交流会の大きな成果だと思います。

吹き飛ばしていきましょう！(花見川 SDC 熊野 美佐子）

（君津バンブーシューツ・スクエアーズ 川瀬 眞紀子）

レディースパーティーの皆さん

コーラー交流会の皆さん

（４）

千葉県連行事予定
開催日

県

連

（平成 29 年 7 月～12 月）

行

事

会

場

7/9

第16回 DoSaDoパーティー

市原市民会館

7/9

第17回 クラブリーダー・スタッフ研修会

市原市民会館

9/10

千葉県連 RD研修パーティー

佐倉市志津コミュニティセンター

千葉県連クラブパーテイー情報（平成 29 年 8 月～12 月）
開催日

ク

ラ

ブ

会

場

8/27

市原ファミリースクエアーズ

ＪＦＥみやざき倶楽部

9/18

松戸パインコーンズ

森のホール21

11/12

松戸スクェアダンス協会

森のホール21

11/29

パンジースクエアーズ

12/10

柏トーランススクエアダンスクラブ

船橋市小室公民館
森のホール21

ク ラ ブ 活 動 の 紹 介
メイプルスクエアダンスクラブ
メイプルＳＤＣ第１８回サマーパーティーを６月１１日

東葛ラウンドダンスクラブ
東葛あじさいパーティー開催

松戸市森のホール 21 で開催しました。心配した雨も当日

６月１８日流山生涯学習センターに於いて、ＳＤと

は一転して晴天となりひと安心。又、同日に全日本公認指

ＲＤを交互に踊る東葛ラウンドダンスクラブの創立

導者ＳＤ研修会も開催されたため、参加者数も不安でした

１３周年記念パーティーが開催され、約２９０名の

が、総数は５１９名、クラブ数で７５の参加があり、盛会のう

参加者で賑わいました。 ＳＤダンサーにＲＤの楽し

ちに開催出来ました。今年のパーティーは、48 名の招待

さを知らせたい、もっとＲＤを踊って欲しいと、１３年

コーラー・キュアーさんにお願いし、メイン会場はＭＳ・Ｐ・

連続でこのプログラム構成を続けています。ＳＤと

ＲＤで、昼の約 1 時間はＲＤに当てました。別に 2 会場を

ＲＤを両方たっぷり踊れていいねと、皆さん笑顔で

設け、ＢＳとＰ（ＨＡＲＤ）・ＡＤの会場にしました。多くの皆様

踊っていました。

（東葛 RDC 谷 昭彦）

に大いに楽しんで頂けたと思います。準備、後片付けでは
近隣クラブからの応援もあり順調に進み、感謝の気持ちで
一杯でした。来年「19 回サマーパーティー」も森のホール
にて６月３日（日）に開催いたします。ご期待ください！
（メイプル SDC 赤川 健二）

18 回サマー

編

集

後

記

パーティー

SD ジャンボリーの楽しさやコーラー研修会、SD 講習会の

2017.6.11

熱気を 皆様にお伝え出来たと 思います。また、クラブの
活発な活動は「SD の人口」増加に寄与しています。暑さに
負けず大いに SD を楽しみましょう。 (広報委員 桜木 紘之）

