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平成30年度千葉県SD連絡協議会の活動方針
千葉県スクエアダンス連絡協議会 会長 川﨑秀夫
千葉県 SD 連絡協議会総会が 5 月26日( 土 )に開催され、
平成 29 年度事業・決算報告及び平成 30 年度事業計画、
予算案、役員改正があり承認されました。
役員改選では、会長、副会長、理事長、事務局長につい
ては留任、各委員長、委員は別紙のとおり一部改選があり
ましたが、新メンバーを含め今年度事業がスタートします。
県連の現状は、今年度 3 クラブ加盟し 56 クラブとなりまし
たが、ここ数年会員が若干でありますが減少、会員・指導
者の高齢化、ビギナークラスを開催するが集まらない等（クラブによっては 10 名前後入会
の動きはある）悩みが尽きないのが現状であります。一方、コーラー、ダンサーの向上心
は高くなり、色々なプログラムが県内クラブの垣根を越えた同好会も増えて活動も活発になっ
ています。
一方野田市（未設置市）市原市鶴舞、さらには千葉市作新台、高浜でも新クラブ立ち
上げに向け体験会が実施され、ビギナークラスがスタートしました。だからこそ、生涯スポ
ーツレクリエーションとして最適な SD を県内全域さらには次世代につなげるためにも既存ク
ラブの活性化、若手指導者及び中高年指導者の育成、ホームページの活用、さらに未設
置市町村への新クラブ立ち上げ、各クラブで抱えている問題等、日連、S 協等関係団体と
も連携を図りながら事業展開を推進して、スクエアダンス普及にスタッフ一同努めてまいりま
すので各クラブのご協力お願いします。
最後に、県連の当面の目標である「SD 愛好者 2000 人」に向けて皆様のご協力を今
後ともよろしくお願いします。

（２）
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平成３０年度の総会で役員改選が行われ、各専門委員のメンバーも改選されました。
新たに専門委員に選出され方の、
ご活躍を期待します。
各専門委員の委員長に今後の活動方針についてお伺いしました。

委員長

コーラー研修委員会

窪園弘治

前回に引き続き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。
現在、千葉県はコーラー数が１１４名 (H30 年２月時点）で日
本一番多い県です。年１回の県コーラー研修会だけで技術等
を習得するには、限度があります。
そこで、3 年前から、各委員が中心となり、県内４ブロックを
利用したブロック別交流会を行って、少しずつですが、成果も
でてきているのではないかと思います。
今後は、更に一歩踏み込み横断的な交流を図りながら、コーラーの技術等の向上を目指し、
講習等を行っていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。

ラウンド委員会

委員長

谷

昭彦

５月に再スタートしたＲＤ委員会は、SKIP SQUARES 西山美知代さん（南部・新任）
、
よつかいどうスクエアーズ 宮川昭三さん ( 千葉・留任 )、船橋スターライトスクエアーズ 山口
順子さん（中部・新任）、東葛ラウンドダンスクラブ 谷昭彦（北部・留任）の４名です。
ＲＤ委員会は、７月１５日のキュー体験会、９月２日のＲＤパーティーや、キュアー研修会を
開催して、
ＲＤ指導者（キュアー等）の
レベル向上を図り、
ＳＤダンサーにＲＤを踊
る機会をより多く提供することにより、
ＲＤ
の普及発展に寄与することを目標にして
います。
ご協力、よろしくお願い致します。

（３）
委員長

コーラー等スクール担当委員会

福本時子

コーラースクールも本年１３回目になります。県内の多くの卒業生が活躍されており、その目
的を達成していると思います。
本年は２年コースの１年目にあたります。同期との強いつながり、お互いに刺激を受け、コ
ールのさらなる向上の機会となるでしょう。
皆様のご応募お待ちしております。
初女性委員長として気負わず、優しく、
きめ細やかに「受講してよかった」と思っ
てもらえるように委員団結してお手伝いい
たします。

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、委員長の続投を拝命しま
した 原口孝一です。
7 月 15 日のクラブリーダースタッフ研修会（ドーサドーパー
ティーに併設）で 19 回目を迎えます。毎回この研修会の開
催に当たり、頭の痛
いのがタイトル探しです。何のタイトルでどの様なお
話が皆様に役立つのか委員会のメンバーと話し合
いますが、ダンサー・コーラーの両面から見た楽し
く有意義な研修会を開催する為に、皆様からもご意
見やアドバイスを頂きたく、宜しくお願い致します。

委員長

広報委員会

小倉正雄

前年度途中からＨＰ担当委員としてＨＰの立ち上げ、メンテナンスを担
当させていただきました。
今年度からはＨＰに加えて機関紙の発行も担当することになり、戸惑っ
ているのが現状です。広報誌もＨＰも千葉県スクエアダンス連絡協議会
の活動を会員の皆様に理解していただく為の手段として、記事内容の充実と必要な情報を
提供できるよう努力してまいりますので、会員皆様のご協力をいただけますようお願い申し上
げます。

（４）

千葉県スクエアダンス講習会
平成30年1月21日（日）に松戸市森のホール21で開催されました千葉県スクエアダンス講習会と
併設して、以下の研修会が開催されました。

クラブリーダー・スタッフ研修会に参加して
テーマ「スクエアダンスを永く続けるために」
1 月 21 日（日）クラブリーダー・スタッフ研修会が、65 名の参加者で開催されました。
講師として、S 協人材育成委員会委員、そして県連クラブリーダー・スタッフ委員長として活
躍されている原口孝一氏をお迎えして「スクエアダンスを永く続けるために」をテーマに、約 2
時間の講演をして頂きました。今回はシニアのヒント集と言う事で、心身の機能の向上と、認知
機能を高める為にスクエアダンスが如何に役立っているかが解説されています。又その為にはシ
ニアに限らず、いずれはこれからシニアになるダン
サーが如何に永く続けていく為には、お互いに理
解して感謝の気持ちを持って接し合えば、個々の
能力を発揮できると思います。そして無理をせず、
自分の体力に見合った楽しみ方をする事によって、
スクエアダンスを永く続けられるのではないかと思い
ます。
（千葉ニュータウン SDC

谷口 晴夫）

コーラーのためのキュー体験報告
１月２１日（日）コーラーのためのキュー体験会が開
催され、コーラー１３人と応援のキュアー３名が参加し
ました。
わずか２時間でしたが、全員でワルツとツーステッ
プ各１曲のキューを練習しました。
さすが普段から音楽に乗せ声を出しているコーラー
達は、キューのタイミングも発声も呑み込みが早く、ベ
テランキュアー並みに上手に２曲をキューしていました。
参加者を３班に分け更に練習と発表会を行い、発表しない班はキューに合わせてダンスを踊り
ましたが、皆ダンサーとしての姿勢もきれいで今後が楽しみな体験会でした。
今後は各クラブでコールと共にキューイングにも数多く挑戦するよう期待しています。

（５）

千葉県コーラー研修会に参加して
平成３０年２月２５日（日）１０時〜１６時

千葉県教育会館で千葉県コーラー研修会が開催

されました。午前中は
1）小倉正雄講師（さくらスクエアーズ）の PC コース、参加者 27 名（講師除く）
2）窪園弘治講師（クローバーリーフ ) と渡辺幸次講師（柏カーリー Q

S）の「コーラーを知

る」コース。参加者 43 名（講師除く）
午後には島田秀幸講師 ( エリートレコード ) に
よる「（10 名のコールクリニックを含む）楽しい
例会づくりのヒント」参加者 73 名と大人数の講
習となりました。
「コーラーを知る」コースと「楽しい例会づくり
のヒント」に参加しました。、超ベテランのコーラ
ーとダンサー（W コウジ）の永い体験からの具体例を交えた講話には駆け出しコーラーには耳
に痛い話もありましたが、うなずけるものがたくさんありました。また島田講師の楽しい講話と 10
名のコールクリニックからは、現場で使えるコールの具体例を動画まで交え教えて頂きました。
PC コースは、スクエアダンスコーラー用のソフト（SqView,SDCouple,SDReader）の便利な
使い方の講習でした。
（ワンモアスクエアーズ 川内

健史）

第12回コーラーズスクール発表会
日 時

平成３０年４月１日（日）１３：１５〜１６：３０

会

千葉市中央コミュニティセンター ５階美術視聴覚室

場

参加者

７０名

平成２９年１０月から平成３０年２月まで行った講習（講習生は９名、講師は森口さん）の成
果発表会を千葉市中央コミュニティセンターにて行いました。当日は総数７０名の参加でした。
今年度の講習はサイトコールの習得です。理論を学
び、実践訓練の講習でした。コールの難しさを味わう
最初のステップです。発表会では講習生はサイトコー
ルにチャレンジですが、キーダンサーを見失い、考えて
いたゲットアウトの組立を忘却、ついには絶句で、ダン
スストップが連続です。ダンサーからガンバレと応援の
コールを頂き、なんとかチップを終了。そして何とか発
表会を無事、楽しく終了しました。

（６）

第43回千葉県SDジャンボリー報告
２０１８年３月１１日（日）に例年通り県連主催ＳＤジャン
ボリーが開催されました。優しいＭＳからＡＤまで様々なプ
ログラムでダンスを踊りましたが、それぞれのお部屋はど
こも大盛況でたくさんの笑顔で溢れました。参加者は総
数４８５名（一般ダンサー４２９名・理事５６名）で県内
各地からの参加でした。コーラーは県内の新旧が一丸と
なって、参加ダンサーの皆さんが楽しめるよう工夫を凝ら
して担当しました。
今年度も２０１９年３月１０日（日）森のホールでの開催が決まっていますので皆さんのご参加を
お願いします。

ピーナツスクエアーズ発足パーティー
4 月 28 日（火）八街市中央公民館で、130 名の SD 愛好者が集まり、ピーナツスクエアーズ
の発足パーティーが開催されました。
セレモニーでは、来賓の八街市加曾利教育長、
千葉県連川﨑会長及び当初から指導を受けました
熊野花見川 SDC 会長等から祝辞をいただきました。
振り返りますと、2010 年新聞記事で見つけたスク
エアダンスをサークル活動として始めものの、2 年近
くもかかり第 1 回修了パーティーに漕ぎつけました。
そして今年ようやく 6 回目の修了生を迎えるととも
にベテランコーラーに指導をいただき、贅沢な「ピー
ナツスクエアーズ」誕生！
！
また今年度から「日本 SD 協会」「千葉県 SD 連絡協議会」に加盟しました。
生涯続けられるサークル活動に出合え、会員 15 名一致団結し、長くつづけていきたいと思
いますので、皆さまのご指導ご支援よろしくお願いします。
ピーナツスクエアーズ会長 五十嵐道代

第９回千葉地区レディースパーティー開催
第９回千葉地区レディースパーティーが５月３０日
（水）
四街道文化センターで行われました。お天気が心配さ
れましたが、総勢２８８名が参加し盛況となりました。
千葉地区女性コーラー２３名・キュァー６名のプログ
ラムが行われ、ステップアップを目指した発表の機会を
十分に発揮できたものと思います。

（７）
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㻟㻡
㻜
㻟㻠
㻟㻢
㻠㻟
㻡㻥
㻟㻠
㻟㻣
㻠㻡

㻞㻣
㻠㻡
㻟㻞
㻟㻜
㻝㻥
㻠㻥
㻝㻟
㻝㻢
㻟㻤
㻝㻟
㻝㻣
㻠㻝
㻟㻥
㻡㻥
㻟㻟
㻝㻣
㻠㻟

㻞㻟
㻟㻤
㻝㻡
㻞㻢
㻣㻤
㻡㻤
㻞㻝
㻠㻣
㻞㻣
㻠㻤
㻟㻠
㻝㻜
㻞㻢
㻞㻟

㻞㻢
㻟㻢
㻝㻣
㻟㻝
㻥㻠
㻡㻤
㻞㻡
㻠㻞
㻟㻜
㻠㻥
㻟㻠
㻝㻞
㻞㻞
㻞㻝

㻡㻡
㻠㻟
㻣
㻡㻤
㻡㻝
㻞㻞
㻠㻜
㻠㻡
㻞㻟
㻞㻞
㻞㻞

㻡㻜
㻠㻞
㻤
㻡㻠
㻠㻤
㻞㻝
㻠㻠
㻠㻠
㻞㻝
㻞㻞
㻞㻟

会 員 数 １，
８６８ 名
クラブ数
５６ クラブ
県連理事
７８ 名
県連役員
会 長 川﨑 秀夫 クローバーリーフスクエアーズ
副会長 石崎 善彦 我孫子スクエアダンスクラブ
竹内せき子 ベルフラワースクエアーズ
理事長 森口 久江 市原ファミリースクエアーズ
事務局長 西山 隆文 ＳＫＩＰ ＳＱＵＡＲＥＳ
監 事 今井かつみ 花見川スクエアダンスサークル
羽島 洋恵 朝日ヶ丘サンライズスクエアズ

専門委員会

◎委員長

コーラー研修委員会
◎窪園 弘治
栗坂 溢實
出藏カツヨ
川瀬眞紀子

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
白井スクエアダンスクラブ
君津バンブーシューツスクエアーズ

かラウンド委員会
◎谷
昭彦
山口 順子
宮川 昭三
西山美知代

東葛ラウンドダンスクラブ
船橋スターライトスクエアーズ
よつかいどうスクエアズ
ＳＫＩＰＳＱＵＡＲＥＳ

コーラー等スクール担当委員会
◎福本 時子
石井美智子
春川 順市
黒川三喜子

グランドスクエアズ
稔台スクエアダンスサークルｉ
八千代スクエアダンスクラブ
袖ヶ浦レインボー

クラブリーダー・スタッフ養成委員会
◎原口 孝一
根本 弘子
青木 健一
宮崎千枝子

クロスロードスクエアーズ
流山Ａｚａ
ｌ
ｅａＳＤ Ｃ
ｌ
ｕｂ
スクエアダンスサークル グリート
スクエア・モチーフ

広報委員会
◎小倉 正雄 さくらスクエアーズ
山野 幸夫 松戸スクェアダンス協会
水嶋 義次 長沼スクエアダンスクラブ
井関 正章 京葉マリーンスクエアーズ

（８）

県連行事予定 ７月〜 12 月
開催日

県

連

行

事

会

場

7 月 15 日

第17回 DoSaDoバーティ

森のホール21

7 月 15 日

第19回 クラブリーダー・スタッフ研修会

森のホール21

7 月 15 日

千葉県連 キュー体験会

森のホール21

千葉県連 ＲＤ研修パーティ

南流山センター

9月2日

千葉県連クラブパーティ情報（平成29年8月〜12月）
開催日

主

会

催 ク ラ ブ

場

9 月 24 日

君津バンブーシューツスクエアーズ
20周年アニバーサリー

9 月 30 日

パンジースクエアーズ
The 24th Anniversary

船橋市北部公民館

10 月 21 日

ブルーベルスクエアーズ
25thアニバーサリー

四街道市文化センター

11 月 23 日

松戸ＳＤ協会
The 28th Round-up Square Dance Party

ホテル ポートプラザ ちば

森のホール21

千葉県スクエアダンス連絡協議会のホームページもご覧になってください。
スマートフォンからは右のＱＲコードでＨＰにアクセスできます。

ＰＣからは、http: / / chiba - s da . jp

編集後記
今年度から広報委員として機関誌の編集を担当
させていただくことになりました。
なれない事も多く、不備な点がありましたらご容赦
いただけますよう、お願い申し上げます。
昨年度に立ち上げたＨＰを活用した広報活動を展開
していきたいと考えておりますので、皆様のご協力を
いただけますようお願いします。（広報

小倉正雄）

