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千葉県スクエアダンス連絡協議会広報誌

年頭のご挨拶

広報委員会

想い出と未来に向け！

千葉県スクエアダンス連絡協議会

会長

川﨑秀夫

お健やかに新年を迎え、皆様におかれましては今年度も SD 普及にスタートしていることと思います。
昨年 3 月にマイクさんを迎え 40 周年千葉県 SD ジャンボリーが皆様の協力で大成功に終わりました。大きな事業
が終わると気が緩みますが、「想い出と未来に向け！」のキャッチフレーズを受け、記念誌「県連 40 年の歩み」の

スクエアダ

発刊を始め県連事業に各委員会等が前向きの姿勢で行動、バージョンアップし事業が推進されて来ています。

ンス連絡協議会
本年は第 55 回全日本 SD コンベンションが横浜、日本
FD 連盟 60 周年記念大会が神戸、日本 FD 連盟千葉県
支部 35 周年記念式典、さらに第 43 回関東甲信越統括支部 SD・RD 講習会が千葉市で開催されます。皆様の参加
で大会を盛り上げましょう。新年度は、ダンサーの高齢化問題、次世代コーラー、キュアー、リーダーの育成、ビギ
ナー及び多様なプログラム楽しむダンサーの育成を図るとともに、S 協が推進する会員 20,000 人（千葉県は 2,000
人）を目標にして、この 3 年間で会員 16,000 人、その基礎となる SD 体験者 10 万人の目標達成に向かい、
県連、各クラブが行動するなかで、県内のクラブの未設置市町村への普及も推進して行きたいと思います。皆様の
一層のご協力を、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成２７年度千葉県スクエアダンス連絡協議会理事会報告
平成２７年 11 月２９日開催
平成２７年度千葉県スクエアダンス連絡協議会第 1 回理事会が千葉市文化センター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、議長は石﨑副会長が選任されました。議題は下記のとおりで、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２８年１月２４日（日）松戸市森のホール
MS、BASIC の踊り込みが中心。講師陣、運営体制、方針を決定

2.Ｓ協関東甲信越統括支部

SD・RD 講習会

平成２８年１０月２２日～２３日

幕張セミナーハウス。講師

及び内容は執行部が立案、決定とする
3.日連千葉県支部３５周年記念大会

平成２８年１０月１０日（祝日）千葉ポートアリーナ

記念式典、表彰式、種目別ダンス大会があり、２０名程度の出席の協力をお願いする
4.各委員会報告
5.その他

５委員会の委員長から実績と今後の予定等が報告された

（1） 記念誌「県連４０年の歩み」完成。各クラブ及び理事に配布された。発行数
（2） S 協より「社会貢献表彰」の推薦依頼あり
（3） 第４１回千葉県ジャンボリー開催
参加申込み期限

平成２８年３月１３日

３月１日。各クラブのご協力をお願いする

森のホール 21

500 部

（２）

平成２７年度千葉県スクエアダンス講習会
日時：平成 27 年 1 月 24 日(日)

会場：松戸市森のホール

講師：A コース(MS)

参加者数：561 名

B コース(B）

栗坂溢實さん(我孫子 SDC)

B1 グループ:：竹内せき子さん(ベルフラワー)

日暮光子さん(千葉ニュータウン)

堤久仁子さん(ブルーベル)
B2 クループ：池田二三男さん(クローバーリーフ)

A コースの講師講評

池田敦子さん(クロスロード)

B コースの講師講評

今回の MS 参加資格である、MS 講習後１年
程度踊り込んだダンサーは、通常の速さで MS

前日の降雪予報から一転、快晴の 1 月 24 日、

を踊れるというのにはまだ時間が掛かると思い

森のホール 21 で千葉県 SD 講習会が開催され、

ます。そういうレベルのダンサーに何を講習し

B1、B2 ベーシックの 2 コース、県連の基本方針

たら良いのか迷いましたが、MS の定義書に

に沿って、竹内さん立案のプログラムを元に講習を

載っているルールのうち Ocean Wave Rule と

しました。講習の目標としてコールを聞き取り、

Same Position Rule を中心に講習することに

指示された動作を一人で動けるようになること、

し ま し た 。 そ の 他苦 手 と 思 われ る Thar と

この一人で動くことは経験年数の少ないダンサー

Wrong Way Thar、Sashay Position からの
動き、および左手からの動作を講習しましたが、
やはり、ちょっと難しかったようで、講習はスピ
ードを落としたので、何とか動いていましたが、
復習タイムでは音楽に合わせてコールすると壊

には大変難しく戸惑われたように見えました。今後
動作の定義を身につけ、経験を積みリズムに乗って
踊り、何時も笑顔を忘れずにクラブ例会やパーテイ
ーに参加し、マナーを守り多くのダンサーと親睦を
深めることだと思います。協力いただいたダンサ

れてしまうセットが多くありました。各クラブ

ー、役員の皆さんに感謝いたします

の例会で、何度か踊っていくうちにマスターし

( B2 講師 池田二三男)

ていけたら良いと思います。早く基本的な動作
を音楽のテンポに合わせたコールのスピードで
スムーズに踊れるようになることを期待してい
ます。

(A コース講師 栗坂溢實 )
写真右

写真左

Basic 講習

ＭＳ講習

同時開催 クラブリーダー・スタッフ研修会
第１４回のクラブリーダー・スタッフ研修会には７１名が参加し、
川﨑秀夫講師による「千葉県連の４０年の歩み」について講義を受け
ました。県連の発展は、先輩たちのＳＤに対する熱烈な情熱がけん引
し、その上にコーラー・キュアー、ダンサー、リーダー・スタッフ等
の地道な育成活動が展開されたこと、クラブ相互の協力による新
クラブ設立へ積極的な支援が、大きな効果を生んでいることを話され
ました。県連発展の全体像を理解できた有意義な時間でした。

聴講の皆さん

（３）

記念誌「千葉県スクエアダンス連絡協議会 40 年の歩み」発刊
千葉県スクエアダンス連絡協議会の設立（1974 年・昭和 49 年）４０周年を記念して、これまでの
発展の歴史を、多くの資料を整理・記録・保存して SD の愛好家に知って
頂くとともに、教育等にも役立てたいと記念誌の発行が決まりました。
編集委員会（委員長川﨑会長）を立上げ（平成２６年１２月）、写真や資料
の収集、寄稿文の依頼を行いました。スクエアダンスへの関心を深めて頂
くために、日本のスクエアダンスの生い立ちも記述することにしました。
記念誌の表紙の作成、集まった多くの資料のレイアウト、図表やグラフの
作成など、興味が持てるカラフルな記念誌を心掛けました。また、記念す
べき第４０回千葉県 SD ジャンボリーについての特集も取入れています。
千葉県連の４０年の発展の歴史は、多くの皆さんの情熱と努力と協力の
もとに歩んできたことを伝えられように編集をいたしました。この「県連４０年の歩み」がいつまでも
愛され、多くの皆様に読んでいただける記念誌であって欲しいと願っております。記念誌は９８ページ
のフルカラー印刷、５００部発行、平成２７年１０月に完成しました。作成に当たって多くの方々の
多大なご協力を頂きましたことに改めて感謝申し上げます。

（シャトー佐倉

伊藤克彦）

第７回東葛地区レディ-ス パ-ティ-開催
昨年 11 月 8 日に「第 7 回東葛地区レディースパーティー」が
行われました。雨の日の開催となりましたが、335 名の皆様に
ご参加頂き、本当に有難うございました。第１回は平成 21 年に竹
内さんが「新人女性コーラーにコールの場所を提供したい」との思い
から、同期の石井さん、日暮さんと共に開催しました。参加コーラー
・キュアーは東葛地区のサークル会長推薦の方々で、もちろんレディ
ース限定です。第 8 回は今年の 9 月 11 日、森のホールでの開催で
す。回を重ねるごとに新しいコーラ-が増え、参加人数も増えさらに

コーラーの皆さん

男性ダンサーが増えているので嬉しく思っております。第 8 回も
多くの皆様の参加をお待ちしています。 (カーリーQ'S 渡辺順子)

船橋スターライトスクエアーズがふなばし市民活動フェアに参加
平成２７年船橋市のホームページに「ふなばし市民活動情報ネット」が開設され
ました。今年の 1 月 30 日開催の「ふなばし市民活動フェア 2016」に応募し、
フェイスビルの市民活動サポートセンターで 46 の市民活動団体が参加、プレゼン
、パフォーマンス、パネル展示などが行われました。そこでスクエアダンスの PR、
船橋スターライトスクエアーズの案内と活動の紹介、併せて会員募集をポスターで
行いました（写真左）
。イベント開催の事前、事後の 1 か月間は、サポートセンター
内の展示物を多くの来場者が見る機会があり、SD の普及と楽しい仲間が増えるこ
とを内心期待しています。

(船橋スターライトスクエアーズ

加藤信幸)

（４）

平成２８年２月～平成２８年６月県連行事
H 28 ２/21

コーラーズ研修会

千葉県教育会館

H28 3/13

第 41 回千葉県 SD ジャンボリー

松戸市森のホール２１

千葉県パーティー情報
開催日

クラブ

会

場

開催日

クラブ

会

場

2/7

白井 S.D.C

白井駅前センター

5/29

ベルフラワーズ

松戸森のホール 21

2/28

花見川

TKP 千葉ガーデンシテイ千葉

6/29

メイプル S.D.C

松戸森のホール 21

4/17

クローバーリーフ

千葉 JFC 体育館

7/3

オークススケアーズ

柏の葉ｶﾝﾌｪﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

4/29

流山Ｓ.Ｄ.Ｃ

南流山センター

S.D.C

クラブの活動紹介
君津バンブーシューツスクエアーズ

グランドスクエアーズ

千葉県で一番南のはずれのクラブです。例会

四街道総合型スポーツクラブ（四街道ＳＳＣ）

は水曜日。午前は中央公民館２セット、午後は

の活動から独立し、クラブ創立５年目となりまし

八重原公民館５～６セット、MS です。他に月

た。２０１５年１０月１０日に金子裕行氏をゲス

１回 MS 踊り込み、月２回 Plus、Advance、

トに、初めてのアニバーサリーをさせて頂きまし

不定期で Plus 練習会等をやっています。本当

た。これも近隣クラブの皆様のおかげと感謝申し

にみんな頑張り屋さんです。他のクラブパーテ

上げます。例会は毎月曜日１０時から１２時、現

ィーにもよく参加しています。各期ごとで役員

在会員１９名２セットで楽しんでいます。特例で

（総務、会計、広報、パーティー情報）を選出

月２回ＰＬＵＳにも挑戦しています。会員は四街

し、幹事を中心に運営しています。その時々で

道市千代田地区が中心で、より地域密着した活動

自分の出来る事をする、自分の得意分野を存分

をめざし、会員のコミュニケーションを大切に

に発揮して楽しんでやる事をモットーに、達成

行事を進めています。

（福本時子）

感を味わいながら修了パーティー、クリスマス
パーティー等を行っています。手作りのスナッ
クは大変好評です。

（川瀬眞紀子）

2015 年５周年記念
アニバーサリー

編 集 後 記
「想い出と未来に向け！」をスローガンに、今年もスタート
しました。昨年秋には県連４０年の歩みも発刊され、皆様に
クリスマスパーティー

2015 年

お届けしました。今年は、県連をはじめ各サークルにおいても
講習会やジャンボリー、パーティー等が計画されています。
会員増に力を入れ、ＳＤがますます発展することを願い「千の
葉だより」をお届けします。

（広報委員

桜木紘之）

