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千の葉だより
千葉県スクエアダンス連絡協議会広報誌
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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
皆様

明けましておめでとうございます。

新しい年を迎え、皆様とご一緒に第４０回千葉県ジャンボリーを Mike Seastrom 氏をゲストに開催できること
は非常な喜びであり、楽しみであります。 千葉県連は当初３クラブ６０名前後で立上げ、途中伸び悩んだ時期
もありましたが、皆様のおかげで現在は５３クラブ１,９００名に迫る団体に成長してまいりました。これは、
日本 FD 連盟、日本 SD 協会のもと、スクエアダンスを広めたいと思う気持が、県内の SD 愛好者に受け継がれ

スクエアダ

て来たことが、大きな成果となっております。また、県連の運営も各委員会による様々な行事に多数の参加を得

ンス連絡協議会
て開催出来ましたことに感謝申し上げます。
昨年は県レクリェーション大会でのデモ・交流会の開催、さらには広報誌「千の葉だより」の創刊により、スク
エアダンスの普及および各クラブ間の交流が一層深まる場となることを確信しております。第４０回ジャンボリ
ーは 「想い出と未来に向け！！」がキャッチフレーズであり、生涯レクリェーションとしてのスクエアダンス
の一層のご理解と普及に弾みをつけたいと考えております。今後５０周年に向け県連として、ダンサーの高齢化
問題、次世代のコーラー・キュアー・リーダーの育成などに取組み、各クラブの更なる活性化を図りながら、Ｓ
Ｄクラブのない市町村への普及を皆様と共に推進して参りたいと思います。
本年も一層のご協力、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成２６年度千葉県スクエアダンス連絡協議会理事会報告
平成２６年 11 月２9 日開催
平成 26 年度千葉県スクエアダンス連絡協議会第１回理事会が、11 月 29 日千葉県教育会館にて
開催されました。会長以下理事総数５８名の参加があり、議長は県連理事長森口久江氏が選任されました。
議題は下記の通りで、審議を経て承認されました。
１．第 40 回千葉県ジャンボリーについて

：

日程

平成 27 年 3 月 14 日（土）
・15 日（日）
、

参加人員、招待者、プログラム、会場、記念バッジ、役割分担、ウエルカムパーティー、通訳募集など
２．コーラー研修会について

：

３．千葉県ＳＤ講習会について：

平成 27 年 3 月 13、14 日

平成 27 年 2 月 8 日、市原市民会館

４．県連クラブマップの作成について

：

５．県連創立 40 周年記念誌発刊について
６．各委員会報告

：

Mike 氏の講演を予定

ジャンボリーまでに執行部中心で作成
： 内容案の提示。広報委員会と検討を進めたい

コーラー研修（委）、ラウンド（委）
、コーラースクール担当（委）
、広報（委）
から実績報告がなされました

平成 27 年 3 月には第 40 回千葉県ＳＤジャンボリーが開催されます。県連にとっての大きなこの行事をぜひ
成功させるために、今後も皆様の一層の積極的なご協力をよろしくお願い申し上げます。

（２）

3/14 ダンスプログラム
メイン会場：MS(12：30～17：30)
ゲスト： マイク シーストローム氏
SD の楽しさが体感できます
サブ会場： P.P(DBD).AD(12:30～16:00)
16：00～17：30 メイン会場で合同パーテイ

コーラー研修会

3/13 13 時～18 時 会場:シンフォニア(E)
3/14 9 時～11 時 会場:シンフォニア(E)
講師 Mr.Mike Seastrom
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日時：3/14 18:00～21:00
会場：コンチェルト

3/15 ダンスプログラム

CW バントの演奏でカントリーミュージック
とカントリーソングガ楽しめますよ

メイン会場：MS(9：30～16：00)
ゲスト： マイク シーストローム氏
一日中 SD を満喫できます
サブ会場： P.P(DBD).AD(9:30～14:00)
SD の奥の深さが経験できます
14：00～16：00 メイン会場で合同パーテイ

ドアープライ
ズもあるよ

NATIONAL SQUARE DANCE CONVENTION IN U.S.A.

体 験 記

何かが欲し
く な る SD
グッズのお
店が出ます

千葉ニュータウン SDC
田中信子・田中 正

世界共通のｺｰﾙのもと米国で踊ってみたいと思い 2007 年のｼｬｰﾛｯﾄ大会に参加してその楽しさを
知り、以来 10 回連続参加を目指しています。楽しさの一つは国際交流です。ｼｱﾄﾙ在住の夫妻やﾃﾞﾄ
ﾛｲﾄの女子大学生が来日してｸﾗﾌﾞ訪問を受けましたし、ﾃｷｻｽの牧場主夫妻、ﾐｽﾞｰﾘｰのｺｰﾗｰｽﾞ
一家、ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰで全米の各大会へ参加している元気なカﾘﾌｫﾙﾆｱ在住の夫妻達と毎年ﾊｸﾞし元
気で再会を喜び合います。今年は 4 日間の無料ｺｰﾗｰｽﾞｽｸｰﾙで新たな仲間と学び貴重な経験を得
ました。大会ｾﾚﾓﾆｰは参加者が神妙に国歌斉唱する開会式と賑やかに行進する最終日の各州･各国
のｽﾃｲﾄﾊﾟﾚｰﾄﾞです。会場はﾀﾞﾝｻｰ 1000 人規模の MS と PLUS の２会場のほかＭＳﾊｰﾄﾞ、PLUS ﾊ
ｰﾄﾞ、AD、C、RD、CW、CL、YOUTH のコース、そしてｺｽﾁｭｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ会場もあります。また大会の
魅力は毎晩 7 時～10 時にｺﾞｰｽﾄﾗｲﾀﾞｰｽﾞのﾗｲﾌﾞと著名ｺｰﾗｰ達のｼﾝｷﾞﾝｸﾞでゆっくり楽しく踊れる
事です。元気なﾀﾞﾝｻｰは更に 10 時から別会場でのｱﾌﾀｰﾊﾟｰﾃｨ-ﾀﾞﾝｽに参加します。一人参加のﾀﾞ
ﾝｻｰも多く事前にﾊﾟｰﾄﾅｰと出会うためのお見合い会場が用意されています。毎年、大会と観光旅行
計画を早めにたて航空券、鉄道、車、ﾎﾃﾙ、特別なﾚｽﾄﾗﾝ等を事前予約して行くのも楽しみです。

野外の開会式で 国歌斉唱の様子

ゴーストライダーズの演奏をバックにスクエアダンス

（３）

スクエアダンスの普及活動情報
第６０回

千葉県レクリェーション大会への参加

千葉県レクリェーション大会が、昨年 10 月 26 日に千葉県スポーツセンターで各種目から 36 団体、3160
名が参加して開催されました。日本 FD 連盟千葉県支部では今年は SD 部門が 5 部門の代表として参加、メ
イン会場の式典に先立ち、会場一杯に整列した、各クラブ選出の 22 セットで SD のデモを披露、日頃例会
で踊り込んでいる成果を明るく、楽しく会場にお越しの皆様ご覧いただきました。
記念式典では各種目の功労者 18 名に、FD 千葉県支部からは川﨑秀夫副会長が表彰されました。
式典後は会場を第 2 会場へ移しスクエアダンス交流会へ、ダンサー234 名が参加しパーティー形式で
開催され、他部門からの参加者も加えて体験会も開催されました。楽しい、楽しい思い出を作り１５時にす
べての日程を終え有意義な時間を過ごしました。

SD のデモ風景

（黒崎修二

川﨑会長の表彰

「上総いちはら国府祭り」
アリオ市原サンシャインステージでＳＤを披露
この催しは平成 23 年の第１回から連続して参加、昨年は 10
月 25 日（土）14 時から 10 分間、新設間もない市原市内で最
大規模のショッピングセンターArio(アリオ)市原内サンシャ
インコートで、市原市内のサークル、市原ファミリースクエア
ーズ、京葉マリーンスクエアーズ、スクエア・モチーフ、オー
シャンウエーブスクエアーズの４セットでＳＤのデモを行い
ました。この 4 団体ともクラブ名に「スクエアダンス」との
文字がないことから、団体名を「市原市ＳＤ協会」として市に
登録し参加しました。当日は買い物帰りの観客が熱心に見てお
られ、なかにはビデオを撮影されている方も多く見受けられま
した。私たちは「ＳＤの可視化」を図るべく、これからも多く
の機会・企画に参加しＳＤを広めていきたいと考えています。
（泉水憲夫

記）

ダンス会場風景

記）

SD 交流会

ＳＤで特養老人ホーム慰問
老人ホームを慰問
昨年の 9
月 29 日、会長以下 12 名で佐倉市内にある
特別養護老人ホーム「生活クラブ風の村」を訪問しまし
た。懐メロの音楽に合わせてダンスを披露した後に職
員 2 人も飛入り参加して楽しく踊りました。 始めは見
慣れないダンスなので静かに見守っていましたが、終わ
る頃には硬い表情も緩み拍手をして喜んでくれました。
職員からは「衣装がかわいらしく、ダンスも素敵でした。
繰り返し訪問してくれると利用者も慣れて親しみも増し
てくるので、是非また来てもらいたい」との話がありまし
た。久し振りのボランティア活動で緊張感もありました
が貴重な経験でした。今後もこのような機会があれば
地域交流に積極的に参加したいと思います。
（シャト－佐倉 宍倉昭夫記）

SD の実演

（４）

平成２７年 1 月～６月県連行事
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1/25

ＲＤｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-研修会

志津ｺﾐｭﾆﾃｲ-ｾﾝﾀ-

3/13,14

コーラー研修会

ＴＫＰｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃィ

2/8

千葉県ＳＤ講習会

市原市民会館

3/14,15

千葉県ＳＤｼﾞｬﾝﾎﾞﾘ-

ＴＫＰｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃィ

3/1

ｺｰﾗｰｽｸｰﾙ発表会

千葉市中央ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ

千葉県 Do-Sa-Do ﾊﾟｰﾃｲ

市原市民会館

5/10

千葉県パーティ情報
開催日

クラブ

会

場

開催日

クラブ

会

場

1/11

四街道スクエアズ

四街道文化センター

4/19

クローバーリーフ

JFE 千葉体育館

1/18

袖ヶ浦レインボー

長浦公民館

4/29

流山 SDC

流山市生涯学習ｾﾝﾀｰ

2/1

白井ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

白井駅前センター

5/17

麦の穂スクエアーズ

みやざき倶楽部

2/11

SDC つがむら

四街道文化センター

体育館

私たちのクラブ活動紹介
流山 Azalea SD Club

会長

根本弘子

アゼリア例会の１日

会員からの便り
第 53 回全日本ＳＤコンベンション in 神戸に参加して
袖ヶ浦レインボー

中村千雅

例会は月曜日 13 時～16 時プラス組から順にホワイトボードに名前を書き

SD 習って 4 年目、昨年の 8 月２９～３１日、初めて

カードでセットを作ります。会員同士互いにコミュニケーションをとりな

の参加で、非日常の想い出深い 3 日間を過ごしまし

がらダンスの始まりです。Line からの Coordinate をコールされ、コー

た。特に感動したのは、SD は勿論！エキジビション

ラーさんから『基本通りに踊れば出来ますよ。良く出来ました』と言われ

でのサンバのリズムに乗って大勢の参加者が肩を取

感激。
これをじっと見つめる会員から拍手が上がり嬉しさがこみ上げます

って長い列を作り（私も何時の間にか入り！）笑顔・

。MS-BS のプログラムへと進んで最後にビッグサークル。月の最初の例

笑顔！！で会場が興奮の渦に包まれたことです。次回

会では誕生月の方が輪の中に入ってご挨拶、皆でお祝『おめでとう』

の福岡開催も、今から期待が大きく膨らみます。

Allemande Left Corner-Go Right Go Left で一巡して『今日一日あり

是非！次の感動を皆さんと分かち合いたいですね。

がとうコーラーさんありがとう』楽しい例会の終了です。

ビギナー卒業パーテイー

ベルフラワースクエアーズ

神戸の会場にて

竹内せき子

鎌ヶ谷市中央公民館で毎週水曜日 9:30～13：30 まで例会を行っていま
す。12 月 3 日に第 15 期生の修了パーティーを行いました。今年のビギナ

編 集 後 記

ーは 10 名で会員は 66 名になりました。当クラブの自慢は例会の出席率
が良いことで、常に 6～7 セットで楽しくにぎやかな例会を行っておりま
す。特に力を入れていることは、ＳＤはサークル活動ですので 1 年間各
担当（広報、ビギナー、行事）に属して仕事をしてもらうことです。
各担当の正副リーダーは順番にやって頂いています。会員一人一人が、
会を運営するという意識を持って欲しいと願っています。

広報誌３号は県連の川﨑会長の年頭ご挨
拶、第４０回千葉県ＳＤＪ情報、県内メンバ
ーの海外ＳＤパーティ―体験記、ＳＤ普及
活動情報、私達のクラブ活動紹介、会員か
らの便り等、盛沢山でお届け出来ました。
今後も広報委員一同力を合わせて魅力ある
「千の葉だより」を皆様にお届けします、
ご協力宜しくお願い申し上げます。
（広報委員長

修了パーティーにて

佐々木英明）

