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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

報告
想い出と未来に向け！！
第 40 回千葉県ジャンボリーは 2015 年 3 月 14 日～15 日の二日間、TKP ガーデンシティー千葉の会場で開

想い出と未来に向け！！

催されました。昭和 49 年に千葉県 SD 連絡協議会が発足し、平成 15 年に 40 年を迎えた記念すべき大会とな
りました。参加者は 14 日が 522 名、15 日が 864 名となりました。
大会のキャッチフレーズは「想い出と未来に向け！！」とし、多くの ス
SDク
愛好家に楽しい二日間を過ごしてもら
エアダ
えるよう、様々な趣向を凝らしました。多くのコーラーに加えて、アメリカから Mike Seastrom 氏を迎え、ゲ

ンス連絡協議会

ストタイムには美しく、ソフトな声に乗せ、流れるようなコールに会場は大いに盛り上がりました。さらに日本
のコーラーとのコラボレーションも行われ、白熱したコールに会場は割れんばかりの熱気に包まれました。多く
のダンサーは SD の楽しさを大いに満喫することが出来ました。また、13、14 日には Mike 氏をゲスト講師に
迎えたコーラー研修会（67 名参加）も開かれ、実践的な指導を受けました。Mike 氏は 10 代から SD を始め、
豊富な経験を持たれています。SD の楽しみをぜひ広げて欲しいとのメッセージがありました。14 日にはウェ
ルカムパーティーがあり、200 名を越す参加者で、バンド演奏による SD を踊ったり、最後には、東京音頭を
会場いっぱいに輪になって踊ったりして、友好を深めたひと時でした。
日本スクエアダンス協会会長 沖吉様、名誉会長 高瀬様をはじめとする多くのご来賓の方々からは、ご祝辞と
励ましの温かいお言葉を賜りました。

(広報委員

伊藤 記)

県連から SD ジャンボリーで ゲストのマイクさんと一緒にコールの依頼があった時は少し不安を感じましたが
千葉ニュータウンの日暮さんと一緒と聞き、前向きの気持ちに変わりました。
Singing の曲目を数曲欲しいとのことで二人で相談し、お互いの例会に出向き数回練習しました。
マイクさんとはコーラーセミナーで初めてお目にかかりました。研修一日目の終了後３人でシンギングのみ
10 分ほどリハーサルをしました（今まで経験をしたことのない超緊張）
ウェルカムパーティでは ベルフラワーの竹内さんと一緒に マイクさんと話をする機会があり（勿論 通訳は入
戸野さん

有難う）コールの事よりご家族のお話を楽しく聞きました。大変フランクな方で 翌朝 Good Sleep?

と聞かれ（これぐらいなら私にも判ります）No と答えると 笑顔で Your costume is very good ! の一言で
一気にリラックス（ここが日本の男性と違う所かな）。本番では前夜の歓談で身近に感じたマイクさんと楽しく
コールする事ができ、とても心に残る夢のような時間でした。
（コーラーを辞めないで良かった・・・）
（稔台 SD サークル i 石井 記）

マイクさんとコラボレーション
（左から日暮さん、マイクさん、石井さん）

（２）
第 40 回千葉県 SD ジャンボリーでは、3 日間マイクさんの通訳としてご一緒させていただきました。
マイクさんは 19 歳からスクエアダンスを始め、以来 40 年以上にわたり、SD の普及発展に尽くされて
おり、そのクリアな発声と抜群の歌唱力は世界中の多くのダンサーを魅了しています。
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コーラーセミナーでは、アメリカでのビギナーの育成方法や SD の歴史、コーラーとしての心構え、 更
に著作権問題など、様々なテーマについて講義がありました。豊富な経験と実力に培われたコーラーだけ
あって、今回の機会を通してマイクさんの SD に対する熱意がダイレクトに伝わってきました。
マイクさんは、毎日毎日を常に新しい日（ニューデイ）として新鮮な気持ちで迎えるため、その日が何の
日かを必ず調べ、その言われに思いを馳せることを実践されています。ちなみに 3 月 14 日はナショナル
ポテトチップスデー、15 日はインクレディブルキッズデー（素晴らしい子供達の日）との事でした。
マイクさんは、これまで何度も訪日されていますが、「本大会では多くの若手コーラーやコーラーの卵達
と一緒にコールの勉強やコラボができて楽しかった」と話されておられました。今まで全国的に著名なコ
ーラーとコラボしたことはあっても、日本の若手コーラーと一緒にコールをしたのは今回が初めてだった
からだそうです。更に、多数のコーラーが参加していたことにも驚かれ、日本のスクエアダンス界の将来
を大いに期待されておられました。かく言う私も、マイクさんと一緒にコールをさせて頂きました。本場、
アメリカのプロコーラーと一緒にステージに立てるなど、まるで夢のようで、シンギングでは素晴らしい
ハーモニーをつけていただき、

私の人生で最高のひとときとなりました。

最後に、私と同じく通訳を担当された入戸野さんはじめ、諸先輩の方々、そしてこの大会を企画、 開催
された県連関係者の皆様に感謝申し上げ、結びといたします。

（クローバーリーフ

渡部記）
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千葉ジャンは楽し

市原ファミリー

喜田孝子

千葉県 SD ジャンボリーが始まると一瞬にしてマイ

私達のテーブルに連れて来られ、しっかり握手！
２日目も最後まで楽しく踊りました。

クさんのコールで沸き上がります。渡部さん、原口
さん、宮川さんの同時通訳と傍らでマイクさんに説
明される入戸野さんの各面々の活躍に会場はホッ。
ウェルカムパーティーでは、カントリーバンドの演

マイクさんを

奏とカントリーソング。皆、ほろ酔いのまま SD と

囲んで

CW を踊り出しました。泉水会長がマイクさんを

（３）

SDJ 同時開催行事

平成 26 年度のコーラー研修会は、第 40 回千葉県

千葉ジャン 1 日目のパーティー終了後ゲストのマイ

ＳＤジャンボリーのゲストコーラー マイク・シース

クさんを迎えてウェルカムパーティーが開催されま

トローム氏を講師に迎え実施しました。

した。県内外から２００人以上の参加者があり、食

セミナーは、3 つのセッションに分かれ、１）基調

事を楽しみながらの語らいや、迫力のあるカントリ

講演、２）中堅コーラーの実技と指導、３）ベテラ

ーバンドの演奏、マイクさんとバンドのコラボ演奏

ンコーラーのクリニック、という手順で進められま

で会場全体がノリノリ。演奏とコールに合わせて至

した。同時通訳を含めて 7 時間弱の講習でしたが、

る所で SD やカントリーダンスを楽しみ、合間に豪

有意義なセミナーでした。

華なドアープライズも行われ大盛況でした。フレン

基調講演では、①ビギナー講習の問題点、②コーラ

ドリーで素敵なマイクさんはサービス精神も旺盛

ーの心の問題、③クラブ運営の方法など、多岐にわ

で、大勢の方々との写真撮影にスマイル・スマイル

たり、彼のコーラーラブのミッションである、スク

でした。ホテル宿泊なので、帰宅の煩わしさを心配

エアダンス教師としての経験談は、クラブ運営に携

することもなく、存分に楽しい一時を過ごすことが

わる方々にも有意義なものでした

できました。素晴らしいウェルカムパーティーでし

（コーラー研修委員

大石 記）

た。

(実行委員

原口 記)

平成２７年度千葉県スクエアダンス連絡協議会総会報告
平成２７年５月２３日開催

平成２７年度千葉県スクエアダンス連絡協議会総会が平成２７年５月２３日千葉県教育会館にて開催され
ました。会長以下理事出席総数 55 名(委任状 3 名)の参加があり、議長には京葉マリーンスクエアーズの
坪井氏が選任されました。総会は以下の議題の審議を経て全会一致で承認されました。
1. 平成２６年度事業報告および収支決算について
2. 第 40 回千葉千葉県 SD ジャンボリーについて
ゲストコーラに Mike Seastrom 氏を招聘し、40 周年記念ジャンボリーを成功のうちに実施できた。
3. 各委員会報告 ６委員会の委員長より実績報告と理事との意見交換
4. 平成 27 年度事業計画および収支予算について
事業内容 DoSaDo パーティー、キュアー研修会、コーラースクール、クラブリーダー・スタッフ研
修会、第 41 回千葉県 SD ジャンボリー開催、、県連 40 周年記念誌発刊、広報誌発行
(広報委員 伊藤 記)

（４）

平成２７年１０月～平成２８年１月県連行事
H27/10/4

R.D 研修パーティー

流山市南流山センター

H28/1/24

千葉県 S/D 講習会

松戸市森のホール

H28/1/24

千葉県クラブリーダー・スタッフ研修会

松戸市森のホール

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

市原ファミリー

みやざき倶楽部

11/23

松戸 SD 協会

森のホール

パンジースクェアーズ

船橋市小室公民館

12/23

柏トーランス

麗澤大学ホール

10/10

グランドスクエアーズ

四街道文化センタ-

H28/1/31

袖ヶ浦レインボー

(後日連絡)

11/8

東葛地区ﾚﾃﾞｲｽﾊﾟｰﾃｲ

鎌ヶ谷市総合福祉

8/2
8/26

保健会館

県連主催講習・研修会
千葉県ＳＤ講習会（2/8）

クラブリーダー・スタッフ研修会（5/10）

SD 講習会が 2 月 8 日、560 名が参加の下、川﨑会

第 13 回クラブリ－ダー・スタッフ研修会は講師に

長の挨拶の後 BS が 2 会場、MS が 1 会場で 6 人の

関東甲信越統括支部総務委員で我孫子 SD 会長の栗坂

講師(鈴木(美)、原口、大熊、出蔵、芝岡、渡部の各

氏をお迎えし 71 名という多数の方々が受講されまし

氏）が各コースを担当し、10：15～14；40 の間

た。
「積極的なクラブ運営によるクラブ活性化」をテー

が講習、その後各講師の 1 チップずつコールで講習

マに、統括支部のクラブ状況調査表を細かく分析され、

の成果を確認し想い出に残るひと時を楽しみました。

会員数の増減推移、特に微増にて頑張っている千葉県、

閉会式では各講師の

茨城県の状況の説明がありました。又、各クラブが抱

講評の後、鈴木副会

えている目下の重要課題である「ビギナーが集まらな

長の挨拶を以って全

い」「会員の減少」「コーラー・キュアーの育成」等に

てを終了しました.

対して、それぞれがどのような工夫を講じているかの

（広報委員 佐々木記）

事例報告があり大変参考になりました。
（クラブリーダー・スタッフ養成委員 原口 記）

閉会式では各講師の講評の後鈴木副会長の挨拶を以

ＤｏＳａＤｏパーティー(5/10)

って全てを終了しました。
県連 SD 講習会から３ヶ月後の DoSaDo なので “

ダンスで多くのダンサーと踊る事を目的に楽しみ、

もう少し踏込んだ内容の講習と“パーティーを楽し

あっという間の２時間でした。今後例会で繰返し踊

む！”を目的に渡部氏のカリキュラムに沿って進め

り込む事で習得して頂ければ幸いです。

ました。午前の講習は２会場に分かれ、私の担当は

(DoSaDo 講師 パンジースクエアーズ 大熊 記)

小会場、目の行き届くほどよい人数の為、和やかな
雰囲気で進めることができました。カリキュラムに

編集後記

添って選曲と講習内容を当日のダンサーレベルに

広報紙第４号は第 40 回千葉県ＳＤジャンボリーの

合わせて準備をし、出来ない所は繰返し行い、身体

報告を中心にお届けしました。多くの方の参加で

で覚え、そしてパーティーを楽しむ上でかかせない

それぞれの想い出とＳＤの楽しさを一層味わって

シンギングの踊り方のコツと最後は２カップルズ

いただけたと思います。

(佐々木記)

