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千葉県スクエアダンス連絡協議会広報誌

平成２８年度会長挨拶

広報委員会

千葉県スクエアダンス連絡協議会 会長 川﨑秀夫

平成 28 年度県連総会は 5 月 21 日(土)千葉市で開催、今年度の活動方針が決定されました。
県連のブロック割が千葉ブロックからスキップスクエアーズとミルフィーユスクエアーズの 2 クラブを
南部ブロックに移行、4 ブロック制を維持することが決定しました。
県連の会員数は若干ではありますが減少しました。要因としては、夜のクラブの伸び悩み、高齢化、介護に
よる休会等色々考えられますが、今年度の各クラブの取り組みで十分カバー出来ることと思います。
今年度の事業として、スクエアダンスの知名度アップとして、日本 SD 協会が推進している「SD 体験者

スクエアダ

を 3 年間で 10 万人」運動に各クラブの積極的な取り組みを期待するとともに、県連としても一般市民、
会員に情報の伝達のツールとしてホームページの立ち上げに取り組みます。
ンス連絡協議会
また、コーラーの音源等の問題を解決するためのパソコン講座、コーラー体験会、さらに DoSaDo
パーティー、県ジャンボリー等楽しく参加できるように改革していきます。クラブの活性化を図るため
リーダー・スッタフ研修会は「変革する日本 SD 協会」と題して、組織・活動、教材等を知り、それを活用
できる人材の育成を図ります。RD の普及についても、キュアー、インストラクターのいないクラブへの
普及を検討課題として取り組みたいと思います。これらを新体制の役員、各委員会で企画し、皆様の協力で
推進していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
我々が加盟する(公社)日本 FD 協会が 60 周年、(一社)日本 SD 協会 55 周年です。さらに日本 FD 連盟
千葉県支部は 35 周年で、10 月 10 日には式典祝賀会が開催されますので代表者の参加をお願いします。
最後に勇退されました鈴木(光)副会長、各委員会委員、理事の皆様に感謝申し上げるとともに、今後とも
よろしくご協力お願い申し上げます。

平成２８年度千葉県 SD 連絡協議会総会報告

平成 28 年 5 月 21 日開催

平成２８年度千葉県スクエアダンス連絡協議会総会が、千葉市文化センターにて開催されました。出席
理事６５名（委任状６名）
、福本議長を選出し、各議題は審議を経て全会一致で承認されました。
1. ブロック体制の見直し 現在の４ブロック制を維持し、千葉ブロックから南部ブロックにスキップ
スクエアーズ、ミルフィーユスクエアーズを移行する。（北部 13 団体、中部 15、千葉 14、南部 11）
2.

平成 27 年度事業報告及び決算収支報告及び平成 28 年度事業計画及び予算案について

３. 各委員会報告及び計画について
4.

次期役員の選出について：新役員は本誌 4 ページ「千葉県 SD 連絡協議会体制表」を参照ください。

その他の議題として、下記事項が審議されました。
・第１５回 Do Sa Do パーティー 平成２８年７月１７日（日）松戸市森のホール 21
・第４３回関東甲信越支部 SD・RD 講習会 平成２８年１０月 22 日（土）～２３日（日）幕張セミナーハウス
・第４２回千葉県スクエアダンスジャンボリー ゲストコーラの招致、開催日数など検討
本年度は各種の行事が開催されます。新人コーラー・キュアーの育成と共に新人ダンサーの育成をより
一層進めて頂けますよう、会員皆様の積極的なご協力をよろしくお願い申し上げます。

（２）

専門委員会の年度活動方針ご紹介
コーラー研修委員会

委員長 窪園弘治

平成 28 年度、29 年度の２か年、委員長に任命されましたクローバーリーフスクエアーズの窪園です。
県内は 100 名を超えるコーラーが各地区で活躍しているところですが、大小様々なことで悩んでいると
よく聞こえてきます。いっぺんにすべてが解決するのは難しいので、一つでも光が見えたらと思います。
そのひとつとして、前年度の研修を受け、現在、前委員長の大石さんが中心になり、音源の購入方法につい
て委員会とは別にプロジェクトを組み、企画をしています。さらに研修委員会としても、県内のコーラーの
向上を目指し、ついては千葉県のダンサーが楽しめるように、皆さんの意見を聞きながら、委員の望月さん、
川内さん、川瀬さんと一緒に研修会等を企画していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

ラウンド委員会

委員長 谷

昭彦

ラウンド（RD）委員会はキュアーのレベルアップと RD 普及を目的に、キュアー勉強会と SD ダンサー
向けの RD パーティーを開催しています。昨年度は５月３１日に長岡 SDC の丸山一雄氏を講師に招き、
キュアー勉強会を開催しキュアー１６名が受講しました。１０月４日には南流山センターで、城東 RD
サークルの野村重一・都志子ご夫妻をゲストに招き、RD パーティーを開催し９５名が参加しました。今年
度も開催日と場所は未定ですが、キュアー勉強会と RD パーティーを開催します。RD 委員会は今年度
から委員２名が交代し、☆熊野美佐子（花見川スクエアダンスサークル）、宮川昭三（よつかいどうスクエ
アズ）、☆細田美和子（さくらスクエアーズ）、谷 昭彦（東葛ラウンドダンスクラブ）の４名が務めます。
（☆：新任）

コーラー等スクール担当委員会

委員長 宮坂清孝

上島さん（前委員長）のニコニコ顔には及びませんが、新米コーラーの皆さんが気楽に受講できる雰囲気
作りに努めます。と言っても、現場では講師におんぶにだっことなるでしょう。講師様よろしくお願いしま
す。コールのノウハウ・ハウツーを学び実践して行くと、コールすることが一層楽しくなるでしょう。応募
をお待ちしています。

クラブリーダー・スタッフ養成委員会

委員長 原口孝一

クラブリーダー・スタッフ委員会は内容的には各クラブのリーダー、次期リーダーそしてスタッフと期待
されている人達に、少しでも役立つ講習会をセットアップするのが役割です。過去の研修会では様々な内容
の講習が行われており、今後のテーマ探しに難しさはありますが、委員会のメンバーや皆様と相談して良い
研修会だったなと感じられる、クラブリーダー・スタッフ養成委員会を目指したいと思います。年２回開催
されている県連行事（SD 講習会および DoSaDo パーティー）に併設して行われる研修会です。これから
の SD を担う方々の積極的なご参加をお願い致します。

広報委員会

委員長 佐々木英明

平成 26 年、27 年の 2 年間広報委員長になり、広報委員 4 名(高野、伊藤、櫻木、佐々木)が県連広報
誌「千の葉だより」を第 2 号～第６号まで発行しました。また県連創立 40 周年記念誌「40 年のあゆみ」
の発刊にも携われた事は幸せでした。平成 28 年から 2 年間、同じメンバーで続ける事になり、①県連広
報誌「千の葉だより」年 2 回の発行 ②日本 FD 連盟千葉県支部広報誌「支部だより」の発行 ③日本 FD
連盟千葉県支部「35 周年記念誌」の発刊を日本 FD 連盟千葉県支部広報委員会の下で行い、SD 部門を
担当します。これまでになく忙しい年になりそうです。
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平成２８年７月～平成２９年３月県連行事・県内クラブパーティー情報
開催日

県連行事

会

場

7/17

第 15 回千葉県 Do Sa Do パーティー

松戸市森のホール 21

7/17

第 15 回リーダー・スタッフ研修会

松戸市森のホール 21

7/17

スクエアダンスコーラー体験会

松戸市森のホール 21

7/18

デジタル「音源」活用講座

八千代市総合生涯学習プラザ

8/29

デジタル「音源」購入学習会

千葉市民活動支援センター

千葉県 SD 講習会

市原市市民会館

1/29

第 16 回リーダー・スタッフ研修会

市原市市民会館

3/19

第 42 回千葉県 SD ジャンボリー

松戸市森のホール 21

H29/1/29

千葉県連クラブ パーティ―情報 （平成２８年７月～１２月）
開催日

クラブ

7/3

オークススクエアーズ

柏の葉ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

10/9

松戸ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽ協会

松戸市森のﾎｰﾙ 21

8/31

パンジースクエアーズ

船橋市小室公民館

11/6

長沼ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ千葉

9/11

東葛地区ﾚﾃﾞｲｰｽﾊﾟｰﾃｲｰ

松戸市森のﾎｰﾙ 21

12/25

柏ﾄｰﾗﾝｽｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

松戸市森のﾎｰﾙ 21

10/2

市原ﾌｧﾐﾘｰｽｸｴｱｰｽﾞ

みやざき倶楽部

会

場

クラブの活動紹介

開催日

クラブ

会

場

デジタル音源の取扱いを支援

八千代スクエアダンスクラブ

コーラー研修委員会では、今後コールの際の
デジタル「音源」の再生には、パソコンの使用を

八千代 SDC は八千代市に初めて作られたクラブで
す。クラブは緑ヶ丘サークル、村上サークルの 2 つに
分け、それぞれ月 4 回、通常例会を開催しています。
クラブのモットーは、スクエアダンスの伝統を生かし
つつ、時代の要求する新しいダンススタイルを考えな
がら、クラブ運営を行っています。①ゴルフ場レストラ
ンの借切りディナーパーティー
コーラー道場設置パーティー
ワンマンパーティー

②（飛び込み自由の）
③外人コーラーによる

④アフターカレーパーティー等

を企画し好評を頂いています。予告となりますが、①中
部ブロック 4 クラブ共催の外人（欧州）コーラーワン
マンパーティー

② （Basic～Plus）DBD パーティー

・・・など計画中です。乞うご期待！

奨励しています。パソコンが普及するまでの経過
措置として、次の 2 つの施策を実施します。

① 現在パソコンを使っていないコーラー
デジタル「音源」は、コピーして使用している例
が多いようですが、著作権保護の立場から、今後
取締りが強化される方向にあります。そこで、
「音源」の購入・斡旋を支援するサイトを各ブロッ
ク内に設置します。

② 現在パソコンを使っているコーラー
パソコンで、デジタル「音源」を購入し、音源
アプリによる音楽の再生を実体験する講習会を
実施します。

（大石哲也）

( 大石哲也 記 )

デジタル「音源」活用講座
＊7/18 八千代市総合生涯学習プラザ 3F 研修室

2016 年

デジタル「音源」購入学習会
＊8/29 千葉市民活動支援センター

ビギナー修了
パーティー

千葉中央ツインビル 2 号館 9 階

＊時間

： いずれも 9：30～16：00

＊問合せ先：大石哲也

☎ 047-488-3572
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平成 28 年度千葉県 SD 連絡協議会体制表
県連登録クラブのブロック区分表
クラブ名
北部ブロック（13クラブ）

我孫子スクエアダンスクラブ
オークススクエアーズ
柏カリーＱ’Ｓ
柏トーランススクエアダンスクラブ

スイート・ハート・スウィンガーズ
流山Ａｚａｌｅａ ＳＤ Ｃｌｕｂ
流山スクエアダンスクラブ
東葛ラウンドダンスクラブ
松戸スクエアダンス協会
松戸パインコーンズ
松戸ﾌﾚﾝｽﾞｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ
稔台ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙi
ﾒｲﾌﾟﾙｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

会員数
H27
H28
75
77
10
10
17
18
66
59
4
7
38
32
30
33
20
17
36
38
27
32
39
38
45
49
59
61

会員数
クラブ数
県連理事

県 連 役 員
会長
副会長
理事長
事務局長
監事

１８７２ 名
５３ クラブ
７７ 名

* 新任
川﨑秀夫
石崎善彦
竹内せき子*
森口久江
西山隆文
斎藤要子
青木千代子*

クローバーリーフスクエアーズ

我孫子スクエアダンスクラブ

ベルフラワースクエアーズ
市原ファミリースクエアーズ

SKiP SQUARES
カトレアスクエアダンスクラブ

幸町スクエアダンスクラブ

中部ブロック（15クラブ）

ＰＬＵＭ＆Ｕ ＳＤＣ
さくらスクエアーズ
シャトー佐倉ＳＤＣ
白井スクエアダンスクラブ
スウィングスクエアーズ
スクエアダンスサークル

グリート

千葉ニュータウンｽｸｴｱｰｽﾞ
ﾊﾟﾝｼﾞｰｽｸｴｱｰｽﾞ
船橋ｽﾀｰﾗｲﾄｽｸｴｱｰｽﾞ
プラマネードスクエアーズ
ベルフラワースクエアーズ
麦の穂スクエアーズ
八千代スクエアダンスクラブ
ワンモアスクエアーズ
成田スクエアズ

33
33
45
49
28
21
41
32
34
27
65
39
37
40
11

37
29
45
42
30
21
44
34
38
29
63
34
36
41
12

21
44
14
17
80
54
17
48
31
49
37
11
29
19

24
39
18
19
76
58
21
46
27
49
36
10
26
23

61
48
11
67
42
32
60
24
21
20
22
1880

54
45
10
62
47
34
59
23
20
19
21
1872

千葉ブロック（14クラブ）

朝日ヶ丘サンライズスクエアズ
稲毛ティーカップスクエアーズ
カトレアスクエアダンスクラブ
グランドスクエアズ
クローバーリーフスクエアーズ
クロスロードスクエアーズ
幸町スクエアダンスクラブ
SDCつがむら
長沼スクエアダンスクラブ
花見川ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙｽｸｴｱｰｽﾞ
幕張スクエアダンスクラブ
よつかいどうスクエアズ
リトルマーメイドスクエアーズ

専 門 委 員 会
◎委員長
コーラー研修委員会
◎ 窪園弘治
クローバーリーフスクエアーズ
川瀬眞紀子 君津ﾊﾞﾝﾌﾞｰｼｭｰﾂｽｸｴｱｰｽﾞ
望月進一
メイプルスクエアダンスクラブ
川内健史
ワンモアスクエアーズ
ラウンド委員会
◎谷 昭彦
宮川昭三
細田美和子
熊野美佐子

東葛ラウンドダンスクラブ
よつかいどうスクエアズ
さくらスクエアーズ
花見川スクエアダンスサークル

コーラー等スクール担当委員会
◎ 宮坂清孝
オークススクエアーズ
上島 晟
船橋スターライトスクエアーズ
黒川三喜子 袖ヶ浦レインボー
福本時子
グランドスクエアズ
クラブリーダー・ スタッフ養成委員会
◎原口孝一
クロスロードスクエアーズ
稲井 肇
松戸パインコーンズ
谷口晴夫
千葉ニュータウンスクエアーズ
宮崎千枝子 スクエア・モチーフ
広報委員会
◎佐々木英明
髙野一之
伊藤克彦
桜木紘之

京葉マリンスクエアーズ
流山スクエアダンスクラブ
シャトー佐倉ＳＤＣ
長沼スクエアダンスクラブ

南部ブロック（11クラブ）

アクア木更津スクエアーズ
市原ファミリースクエアーズ
オーシャンウェーブスクエアーズ

君津ﾊﾞﾝﾌﾞｰｼｭｰﾂ・ｽｸｴｱｰｽﾞ
京葉ﾏﾘｰﾝｽｸｴｱｰｽﾞ
スクエア・モチーフ
袖ヶ浦ﾚｲﾝﾎﾞｰ
茂原ひめはるスクエアーズ
もばらSDサークル マイ・フレンズ

SKiP SQUARES
ミルフィーユスクエアーズ
計

編 集 後 記
第４１回千葉県ジャンボリー初参加の新人コーラー、
ダンサーの感想、デジタル音源の取扱い支援など盛り沢山
の内容に加え、平成 28 年度の県連新役員体制も決まり、
県連会長、各専門委員会の 5 人の委員長の抱負など紹介し
ています。広報誌もいつもより 2 ページ増やして 6 ページ
でお届けします。

( 広報 佐々木英明 )

（５）

「千葉県連４０年の歩み」を読んで
PLUM & U

SDC

澤井

悦子

昨年１２月に役員さんに渡した「県連４０年の歩み」、約４か月どこか独り歩きしていました。戻って来
てびっくりです！！ 嬉しいことに、一枚のメモが添付されていました。
『 よくお読みいただき、お名前
をチェックして回覧をお願い致します。
（よろしければ一言感想などもどうぞ） 文責 M 』と・・・・・
☆多くの先人のご尽力で、今ダンスを楽しめることに感謝
☆戦後の日本に広まった SD の始まりが長崎と知り感銘。改めて生涯明るく楽しく踊り続けたい
☆田島 治様のお言葉に共感するとともに、長く続けることが出来たら幸せ・・・
☆オールドスクエアダンスに興味・・・見てみたい
☆何も知らないで足を踏み入れたスクエアダンス。歴史を感じ、今楽しくダンス出来ることに感謝
☆40 年間の歴史に感銘し、全く知らなかったスクエアダンスに今や、はまっています。この先
何十年も踊り続けたい
☆スクエアダンスをやって良かった。中学になってもずっと続けたい
☆わたしはスクエアダンスを始めましたが、本当に楽しいです
☆最初は苦手だったけど、今はとても楽しい
みんなの感想を簡単にまとめてご紹介させていただきました。サークル仲間の笑顔と共に、手をつなぎ輪に
なって楽しく踊り、これからもクラブの発展とともに県連の歴史をさらに作り続けて参りたいと思いました。

第４１回千葉県スクエアダンスジャンボリーが開催されました！
２０１６年３月１３日松戸市森のホール 21 にて、第 41 回千葉県 SD ジャンボリーが開催されました。
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」です。6 名の新人コーラー、72 名のコ
ーラー・キュアー、多くのダンサーに SD・RD の楽しさをよりよく体験して頂き、スクエアダンスの輪を一層
広げたいとの思いが込められています。当日の参加者数は 698 名と多数の参加がありました。会場は 3 会場
に分かれ、メイン会場は MS、PLUS、RD、サブ会場 1 はやさしい MS、RD、サブ会場 2 は PLUS の DBD、

（6）
AD を踊りました。どの会場も熱気とダンサーの笑顔があふれていました。 新人コーラーさんやジャンボリー
に初参加の方々のフレッシュな印象や思いを書いていただきました。

(広報

伊藤克彦)

新人コーラーさんの奮闘記
アクア木更津スクエアーズ

石原

順子

４年前に初めて SD に出会った時、英語でコールされ世界共通であることを知り、英会話を勉強していた
私は、これだ！と迷うことなく入会しました。しかし、その後の劇的な生活の変化は想像だにしませんでした。
週 1 回のつもりが２回、３回と増え、週末に出かけることも多くなりました。とどめが、コーラーになるよ
うに勧められたことです。忙しさと難しさとで、最初はコーラーを引き受けたことへ
の後悔ばかりでした。 しかし常に勉強しなければいけない環境は私にとって魅力的で
もありました。このエキサイティング な生活を与えてくれる SD と仲間の皆様に感謝
しております。私の夢は、いつか海外の SD サークルに顔を出し、一緒に踊り、あわ
よくばコールをさせて頂き、地元の人と触れ合うことです。この夢のためにも頑張り
たいと思います。

（６）

第４１回千葉県スクエアダンスジャンボリーに初参加して
広い会場に入ると、裾広がりのワンピースが軽やかに波打っていて、ダンスパーティーの楽しそうな雰囲
気にわくわくしました。コールが始まり緊張で硬くなっていましたが、セットの方々に助けて頂き楽しく
踊れて、時の経つのを忘れるくらいでした。スカートワークをやってみましたが、
美しく踊るためには大切なことを知りました。また、正しくステップすることは
もちろん必要ですが、大勢の人が楽しく踊る基本はマナーにあることも改めて学び
ました。

（シャトー佐倉ＳＤＣ 橘 美津江）

昨年４月ビギナー講習をスタートして１年になります。初めてのジャンボリーのやさしい MS に参加して
みようかなーと思いました。当日はたくさんの楽しみと不安を抱えて行きました。案の定緊張して、そんな
時「大丈夫楽しみましょう！」と声をかけて頂き、少しずつ気持ちも楽になり楽しく
踊ることができました。優しく導いて頂いた方々有難うございました。心も体もリフ
レッシュし有意義な楽しい一日を過ごす事が出来ました。
（花見川スクエアダンスサークル

遠藤由美子）

第 41 回千葉県ジャンボリーに初めて参加させて頂きました。いつも小さな公民館での地味な練習から
一転し、とても大きなホールで大勢の人を拝見し、本当に緊張してしまいました。私のような初心者にと
って、ジャンボリーは大きな壁であり、目標でした。多くの方々と踊ることができ、ジャンボリーはとて
も素敵な思い出になりました。京葉マリーンの皆様は、毎週
例会でダンスだけではない、心と心をつなぐ真心も教えて下さ
ったのだと感じました。そのことを家族で気付くことが出来ま
した。世界中に一人でも多くスクエアダンスが広まり、笑顔の
輪が広まりますよう、京葉マリーンの皆様と共に親子で頑張っ
て行きたいと思います。
（京葉マリーンスクエアーズ

平山淳子）

いきいき千葉県 楽しく一緒に ハッピータイム
第４１回千葉県スクエアダンスジャンボリーの様子を皆さんにお伝えします。

県連

SD は楽し～い ！

県連加盟クラブのエンブレム

RD を優雅に踊ります

