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千葉県スクエアダンス連絡協議会広報誌

広報委員会

年頭のご挨拶
千葉県スクエアダンス連絡協議会

会長

川﨑秀夫

新年を迎え、各クラブの皆様には今年も健康で SD を楽しみ、普及に取り組むべき活動をスタートされ
ていることと思います。昨年には、今まで順調に伸びてきた S 協会員が若干ではありますが減少しました
スクエアダ
が、県連・各クラブともに事業は活発な活動を続け、円熟さを増してきたと実感しているところです。

ンス連絡協議会

さて、今年はここ数年の課題である高齢者問題、クラブ未設置の市・町への普及、コーラーやキュアーの
育成等具体的活動を各事業で展開する中、一歩二歩でも進めていく方策を皆様とともに考え、実行して

いきたいと思います。さらに、今年は県連のホームページ（現在作成中で閲覧可能）が立ち上がります。
クラブや会員へのサービス向上、また一般の方への SD の普及伝達を各クラブからも発信が可能となり、
SD 普及に大きな貢献ができることと思います。一方、S 協の 10 万人 SD 体験者運動を推進するなか、
次世代への SD 普及のため各クラブと連絡を取りながら、今年も活動を進めて参りますので、ご協力を
よろしくお願い申し上げます。

まずは、千葉県 SD 人口 2,000 人達成！!

平成２8 年度千葉県スクエアダンス連絡協議会理事会報告
平成２8 年１１月 12 日開催
平成 28 年度第 1 回千葉県スクエアダンス連絡協議会理事会が千葉県教育会館にて開催されました。
会長以下理事総数 60 名の参加があり、議長は森口理事長が選任されました。議題は下記の通りで、
審議を経て承認されました。
1. 千葉県ＳＤ講習会の開催

平成 29 年 1 月 29 日（日）市原市市民会館
BASIC 修了者、MS 修了後 1 年以上の方を対象に、特に学んで欲しい
項目を重点的に指導。講師陣、運営体制、方針を決定
上記同日に「司会 MC の基礎講座」を開催する

（２）
2. 第 42 回千葉県 SD ジャンボリーの開催（日本 FD 連盟千葉県支部創立 35 周年記念事業を兼ねる）
平成 29 年 3 月 19 日（日）松戸市森のホール 21
プログラム（MS を主体）の立案、機材等の担当、運営方針を策定
デジタル音源購入学習会
3. 各委員会報告
4. その他

5 委員会の委員長より、実績と今後の予定が報告された。
（1）千葉県連
HP（ホームページ）の開設文字、写真
12 月を目標に準備中
担当 佐々木さん、280-300
1枚
情報提供のお願い・・・パーティー情報、講習会情報、写真等をメール

原稿

大石氏

又は郵送にてお送りください（石崎宛）

（２）

デジタル音源購入学習会を開催して
コール音源のデジタル化に伴い、平成 28 年度に県連主催で同学習会を
①北部・中部ブロック ②千葉・南部ブロックを対象に行いました。詳細
は各クラブに配布済みの実施報告書にありますが、以下に述べるいくつか
の問題が明らかになりました。
１）音源供給サイト（右図参照）が十分な供給体制になっていない。
２）音源購入者側の意識レベルが十分でない。
３）使用している技術が新しいため、習熟するのに時間がかかる。
「音源」利用技術の啓蒙と普及は、小グループによる実習が効果的だと
判ったので、今後も折を見て企画提案をして行きたいと思います。ご協力

をよろしくお願い致します。（八千代スクエアダンスクラブ 大石哲也）

音源供給サイトの一覧

第 8 回千葉県東葛飾地区レディースパーティー開催
千葉県東葛飾地区レディースパーティーは、２００９年９月に世話人３名
（石井、日暮、竹内）で、初めてのパーティーを鎌ヶ谷保険センターで開催
しました。第２回から渡辺さんが加わり、８回目の昨年は２名（大熊、芝岡）
が加わり、世話人 6 名ではじめて広い森のホールで 9 月 11 日に開催しまし
た。広い会場のため参加コーラー、キュアーの皆さんには会員の半数以上の
参加をお願いし、また、会場等のお手伝いに各クラブ２名のご協力を得て、
総人数３８４名の 参加となり盛大に開催 することができました。ご協力
ありがとうございました。初めてのパーティーから９名の新人コーラーが誕生
しました。これからも若いコーラーがどんどん増えてほしいと思います。今後
も女性パワーで、東葛飾地区のスクエアダンスを盛り上げていきたいと思い
ます。今年は流山地区で９回目を開催する予定ですので、皆様のご参加を
お待ちしております。

（ベルフラワースクエアーズ

東葛飾地区レディース
パーティー会場風景

竹内せき子）

S 協関東甲信越統括支部

SD・RD 講習会

第 43 回 S 協関東甲信越統括支部 SD・RD 講習会が幕張セミナーハウスにおいて 12 月 22-23 日に
開催されました。受講人数は 140 名です。コールを始める方！ ダンサーに楽しんでもらうためのコツを
学ぶコーラー！ キュアー初心者！ そしてダンサーコース、ＭＳ～ＡＤまでの踊り込み！コンピュータを
使いこなすためのコース！ 各コースとも熱心に取り組んで頂きました。講習会に初めて参加される方は
少し不安げに、何度も参加されている方は何か大切な発見をするという意気込みをもっての参加でした。
２日間の短い間でしたが、それぞれが何かお土産を持って帰られたようです。講師の皆さんには充実した
２日間となりました。

（千葉県連事務局長 西山隆文）

（３）

日本フォークダンス連盟千葉県支部創立 35 周年記念式典報告
日本フォークダンス連盟千葉県支部の創立３５周年大会（昭和５６年４月創立）が平成２８年１０月１０日
千葉ポートアリーナで開催されました。千葉県支部はフォークダンス９４団体、スクエアダンス５３団体、
レクダンス２１団体、ラウンドダンス２６団体、日本民謡２１団体の５部門で構成されており、10 月 10 日
の式典では、フォークダンス部門とレクダンス部門の大会がありました。大会後の記念式典では、覚知忠雄
千葉県支部長の挨拶、笠原一也日本フォークダンス連盟会長ほか４名の来賓の祝辞を賜りました。また、過去
５年のフォークダンス連盟会員の活動に対して、特別功労者１２名（SD 部門７名）、功労者２４名（SD 部門
１８名）団体３２団体（SD 部門１９団体）が表彰されました。今後の活動方針「皆さんと健康で楽しく
踊ろう」を以って式典が終了しました。その後の祝賀会では、５部門のデモストレーションと出席者の飛び
入りがあったりして盛大な行事の一日でした。ＳＤ部門の大会は、2017 年 3 月 19 日に千葉県ＳＤ
ジャンボリーと併行して松戸市森のホールにて行われます。

（広報委員

高野一之）

フオークダンス連盟６０周年記念大会 ＩＮ 神戸に参加して
日本フオークダンス連盟が公益法人となり、始めての全国大会が 7 月 8～10 日に開催され、６,９３９名
が参加しました。各部門の愛好者が一堂に会し、日ごろの活動と研鑽の結果を発表しあい、フオークダンスの
発展を願いました。千葉県からは各部門１３２名が参加しました。スクエアダンスはＳ協近畿統括支部
ジャンボリーとの共催で、アメリカから Jerry Story 氏を招聘し、４５７名が参加し３日間に渡り、スクエア
ダンス、コーラーセミナー、カントリーナイトで Jerry の魅力を堪能しました。スクエア以外の種目も、
見学・体験などができ、素晴らしさを知った有意義な３日間でした。

（FD 委員

福本時子）

アメリカ GSI コーラースクールに参加して
6 月 19 日～22 日、3 泊 4 日で米国アイオワ州デモインにて開催された「2016 GSI（Grand
Square Inc.）コーラースクール」に参加しました。友人の T ご夫妻と一緒で、小生にとっては初めての
スクール参加でした。当初、英語による講義、講習について行けるのか、同行する家内はスクール期間中
どうするのか等心配したり、不安で一杯でした。小生はスクールの講義等に必死に取り組み、家内は聴講
生のように同室に居り、出入り自由なエンジェルダンサーとし加わ
っておりました。沢山の事が日本とは全く異なる講習会風景でした。
講師として、著名なトニー・オキシダイン氏、ジェリー・ストーリー
氏の他 4 名が担当し、マイクの握り方、マイク角度、ダンサーを見
る姿勢、リズムの取り方、息継ぎ、タイミングの取り方、CRaMS
（クラムス）の講習等素晴らしい内容でした。また、スクール修了後
には全米コンベンションでの新人コーラーズアワーにてコールもさせ
て頂き、最高のスクール参加 でした。しかし、英語によるコーラースクール参加は、講習中の英語での
ジョ―クに笑えなかったり、ヒアリングには厳しいものがあると痛感させられました。でも、大変貴重な
経験になりました。

（クロスロードスクエアーズ 原口孝一）

（４）

平成 29 年 2 月～平成 2９年７月県連行事予定
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2/19

第23回コーラー研修会

千葉県教育会館

3/19

第42回千葉県スクエアダンスジャンボリー

松戸市森のホール21

4/2

コーラーズスクール発表会

千葉中央コミュニティセンター

7/9

ＤｏＳａＤｏパーティ

松戸市森のホール21

千葉県連パーティー情報（平成 29 年 2 月～8 月）
開催日

ク ラ ブ

会 場

開催日

ク ラ ブ

会 場

2/5

白井ＳＤＣ

白井駅前センター

5/7

我孫子ＳＤＣ

松戸市森のホール21

2/11

ＳＤＣつがむら

ＪＦＥみやざき俱楽部

5/21

千葉ニュウタウン

松戸市森のホール21

ＪＦＥみやざき俱楽部

6/11

メイプルSDC

松戸市森のホール21

2/26

京葉マリーンスクエアーズ

4/16

クローバーリーフ

JFE体育館

6/18

東葛ＲＤＣ

流山生涯学習センター

4/29

流山ＳＤＣ

南流山センター

8/27

市原ファミリー

JFEみやざき俱楽部

クラブの活動紹介

：

京葉マリーンスクエアーズ

子供たちの活躍 ! スクエアダンスの輪が広がっています！
3 年前、メダカをきっかけに龍汰君（当時 5 年生）と知り合い、私がスクエアダンスを習っていること
を話すと母親、妹（当時 4 年生）と 3 人で体験会に来てくれ、家族で入会してくれました。小学生の入会
をきっかけに、お友達同士のつながりで、別の親子 3 名〈父、母、小学 2 年〉が昨年入会され、その親戚
の子供 2 名（小学 6 年、高校 1 年）も今年入会しました。現在 5 名（小学 3 名、中学 1 名、高校 1 名）
の子供たちが例会に参加しています。子供の入会には、家族（大人）が 1 名入会することを条件にして
います。この 3 年間で子供 5 名と父母３名の入会がありました。京葉マリーンスクエアーズの子供たちは
パーティーにも参加していますので、見かけたらぜひ踊ってあげてください。どうぞよろしくお願い致し
ます。

（坪井信夫）

編

集 後

記

2017 年を迎えました。本年もご愛読をよろしくお願い申し上
げます。今年はスクエアダンスが日本に紹介されて 71 年目になり
ます。スクエアダンスに皆さんが求めるものは、楽しさ・仲間・健康
ではないでしょうか。特にシニアにとって、いつまでも「健康」で
あり続けることは大きな関心事です。スクエアダンスは認知症予防の
一助となる大きなパワーも秘めています。今年もスクエアダンスを

第 20 回ビギナー修了式
2016.12.17

楽しみながら健康を守りましょう！

（広報委員

伊藤克彦）

