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第20回 クラブリーダー・スタッフ研修会

　1 月 20 日（日）千葉県市原市市民会館で「第 20
回クラブリーダー・スタッフ研修会」が、60 名
以上の参加で開催されました。講師は、何度も全
米 SD コンベンションに参加され、ご夫婦でスク
エアダンスを楽しんでいらっしゃる千葉ニュータ
ウン SDC の田中正氏でした。当日の田中氏は風
邪を引かれ、ハスキーな声でしたが、丁寧な講演
で優しいお人柄があふれていました。
　テーマは「SD クラブの存続維持と新人募集と
その背景」で、大変興味深い内容でした。
　まず、始めに昨年 3 月にコーラーラボが発表し
た [Square Dance Marketing Manual」の紹介が
ありました。米国では SD ダンサー人口が、ピー
クの 1976 年から 2014 年には 10 分の 1 に減り、
年代別 SD ダンサー人口は 49.9% が 70 代で 31.3%
が 60 代（2015 年）との事。近い将来の日本でも
考えられる状況と思いました。田中氏が昨年の全
米 SD コンベンションで、バディウィーバー氏の

基調講演｢SD クラブの存続維持と新人募集獲得｣
に参加し、その内容を紹介して下さいました。
○新人募集獲得には皆さんのスクエアダンスへの
｢New Love（新しいラブ）｣を人にアピールする
事。（始めた頃のスクエアダンスの楽しい点を）
○ダンスだけでなく、スナックやコスチューム作
成等、何かで繋がっている経験豊かなダンサー
達がクラブの存続維持になる。
○不自然な形で変化を強制するとクラブは存続維
持できなくなる。
○新人募集には理想をアピールするのでなく、自
分たちの真の姿をアピールする事が大切。
　米国のスクエアダンス事情に驚き、日本もと考
えると不安になりました。またスクエアダンスの
楽しさを伝えて行く事が大切だと痛感し、サーク
ルのメンバーが何を要求しているのかを把握しつ
つ楽しい例会を心がけていこうと思いました。

柏カーリーQ’s 渡辺順子

　2019 年 1 月 20 日（日）千葉県 SD講習会に併設し市原市市民会館にて第 20 回クラブリーダー・
スタッフ研修会が開催されました。
　講師に田中正　氏（千葉ニュータウン SDC）をお迎
えして、テーマは「SD クラブの存続維持と新人募集と
その背景」でした。　田中氏は第 67 回全米スクエアダ
ンス　コンベンションに参加され、バディウイーバー
氏の基調講演を受講されました、この時の貴重なお話
を丁寧にして頂きました。65 名の研修会参加者は講演
に多くの感動と共感を持ち　有意義な研修会でした。

記　クラブリーダー・スタッフ委員長　原口孝一

第20回クラブリーダー・スタッフ研修会に参加して
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各 専 門 委 員 会 の 活 動 報 告

　2月 17 日、千葉県教育会館に於いて、73 名（ス
タッフ含む）の参加しコーラー研修会が開催され
ました。
　午前中は、最初に我孫子 SDCの栗坂さんが「定
義の変更」2015 年 12 月から 2019 年 1 月までの
B，MS レベルの変更についてについて講義を行
いました。ダンサーを動かして解説し、議論伯仲
で参加コーラーは改めて定義について認識させら
れたようです。
　次に、千葉ニュータウン SDC の田中正さんが
「全米コンベンション・パネルディスカッション」
に参加した報告がありました。
①〝新人ダンサーとの結びつき〟を作り上げる
ためのコミュニケーション作り
②〝クラブ、組織、コーラーの活性化〟が重要
③コーラーはダンサーを楽しませるべく、自分
のコール能力を向上させるためにあらゆる努
力を惜しまない事（新曲の購入、新しいスキ
ル、ネットワーク作り、コール指導、音楽等々）

の話があり、なるほどと、コーラーとしての
自覚を改めて知らされました。

　午後からは、研修会のメインであるドリームフ
ァンタジアの鈴木孝子さんによるコールクリニッ
ク＆「楽しい例会作り」について講習していただ
きました。
　はじめにハッシュコール 2 名、シンギングコー
ル 4 名のクリニック。各コーラーはテーマを持っ
てクリニックに望み、孝子さんから適切かつ鋭い
アドバイスを頂き、身のあるクリニックになった
ことでしょう。
　続いて「楽しい例会作り」について、孝子さん
がクラブで実践されている事（誕生月の方からの
シンギングのリクエスト、季節の飾り付け、スナ
ックの工夫等）が紹介されました。
　研修会後の懇親会でも講師の方々から色々なお
話しを伺うことができ、参加したコーラーにとっ
て今後の例会等で活かせる研修会になりました。

記　出蔵コーラー研修委員　

第25回千葉県コーラー研修会開催



（３）

平成30年度コーラー研修会活動報告
・北部ブロック
　10 月 8 日　ブロック交流会　14 名参加
　2月 10 日　パソコン講習会（2コース）15 名参加

・千葉ブロック
　10 月 8 日　ブロック交流会　23 名参加
　〔内容〕　ダンサーからの現状と要望
　　　　　ビギナー講習中の応用ダンス
　　　　　定義の変更
 　　　　　2回　パソコン勉強会　9名（有志）

第25回千葉県コーラー研修会
　2月 17 日　　　　　参加者 74 名
　〔内容〕　定義の変更
　　全米コンベンション・パネルディスカッションの報告
　　楽しい例会づくり　鈴木孝子氏

[ 参考 ]　平成30年度千葉県コーラー数 
 北部 25　（男 10 女 15） 中部 31　（男 9　女 22）
 千葉 28　（男 12　女 16） 南部 29　（男 11　女 18）
 計 113 人（男 42　女 71）

・中部ブロック
　11 月 25 日　ブロック交流会　22 名参加
　〔内容〕　定義の変更ほか

・南部ブロック
　3月 17 日　ブロック交流会（予定）
　〔内容〕 定義の変更の確認・実践
　　   グループ分けディスカッション
　　　月 1回　サイトコール勉強会　11 名参加
　　　月 1回　パソコン勉強会　　　7名参加

コーラー等スクール担当委員会
平成30年コーラーズスクール委員会　活動報告

　平成 30 年 10 月より月 1 回西山隆文氏（スキッ

プスクエアズ）の指導により、5 回の講習が終わ
りました。
　今回は受講生 7 名　聴講生 6 名　講師スタッフ
6名の参加でした。
　本年は 2 年計画の 1 年目、講習生はダンサーを
止めないコール、コールタイミングの確認をしな
がら　マイクを持ち、コールを繰り返しました。
また、動作の定義を確認しながら、リズムにのっ
ているか、ボデイフロー・ハンズワークが正しく
できたか？など取り組みました。

　4 月 7 日に成果発表会パーテイを千葉市中央コ
ミニテイセンターで予定しています。講習生のク
ラブの方はもちろん、多数の方のご来場を御待ち
しております。
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ラウンドダンス委員会

　2018 年 9 月 2 日（日）10 時半～ 16 時、南流山

センターに於いて千葉県 SD 連絡協議会主催の

RDパーティーが開催されました。

　このパーティーはキュアーの研修成果発表と

SD ダンサーにより多く RD を踊る機会を提供す

る事を目的に毎年開催しています。

　今回は、大型台風接近による降雨もあり、参加

者総数は 72 名とやや少なくなりましたが、雨の

為に連日の猛暑も収まりダンスを踊り易い気温で

した。

　12 名のキュアーに加え、昨年度末開催の『コー

ラーの為のキュー体験会』に参加したコーラーも

見事なキューを披露しました。　昼休みには SD

タイムも有り、多くの SD ダンサー達が RD と

SDの両方を楽しんだ 1日になりました。

報告：RD委員会　谷 昭彦

ラウンドダンス（ＲＤ）パーティーを開催



（５）

広報担当委員会
　ホームページの運営と「千の葉だより」を発行
を担当させていただいております。
　最近では、パーティの「忘れ物コーナー」や「コ
ーラーの為のリンク集」を追加しました。これか
らも会員の皆様の役に立つ情報を発信できるよう
活動して行きます。

広報委員会 　小倉 正雄
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新クラブ立ち上げに向け各地で活動中!!
野田SDC
　県内の未設置の野田市で今年 4月に体験会、5月より初心
者講習会が、埼玉県のミストラルの榊原さん、松戸 SD協会
の山野さんのコールで、現在 6名の初心者がエンジェルの協
力を得て活動しています。
　例会場　野田市コミュニティセンター
　　毎週月曜日　18：00 ～ 20：00
　問合せ　榊原節子　0808－5178－9135

鶴舞SD
　市原市鶴舞の地元の有志からの要請で 5月に体験会、6月
より初心者講習会がスキップの西山さんのコール、エンジェ
ルに市原市 SD協会他の協力でスタート。現在 10 名の初心
者が SDを楽しんでいます。
　例会会場　市原市鶴舞公民館　　　　
　　毎週水曜日　　14：00 ～ 16：00
　問合せ　　三好美枝子　0436－88－2963

作新台SD
　花見川 SDCの会員の希望で地元の自治会館でスクエアダ
ンスをとのことで始まったクラブで、1月からスタートして
現在 18 名が花見川の熊野さんのコールで楽しんでいます。
　例会場　作新台自治会館　　
　　第 1第 3　月曜日　　13：30 ～ 15：00
　問合わせ　小田原　043－258－1965

高浜スクエアダンス
　千葉市高浜公民館の 5月に開催した SD講座で参加した 7
名が引き続き SDを楽しみたいとの希望を受け、花見川の熊
野さん、幸町の高橋さん（ｸﾛｰﾊﾞｰ）のコールで幸町 SDのバッ
クアップを受け 6月より初心者講習会がスタートしました。
　例会場　千葉市高浜公民館　
　　第 2、第 4土曜日　　10：00 ～ 12：00
　問合せ　荒木まさる　043－244－5886
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　17 回Ｄｏ－Ｓａ－Ｄｏパーティーが 7 月 15 日（日）に
松戸市森のホール 21 にて開催されました。
　参加人数は 540 名でほぼ例年どうりでした。午
前中はベーシックの確認を望月氏と石岡氏が担当
し、優しく指導をしていただきました。参加者は、
動作の確認ができパーティーではしっかりダンス
が出来満足された方が多かったようです。また、
午前中に同時開催されたキュアー体験会では参加
者８名。西山（美）氏が優しく分かり易くキューイ
ングの基礎を講習をされました。リーダースタッ
フ研修会では参加者65名。西山（隆）氏がエンジェ
ルダンサーのあり方を楽しく講義されました。

　パーティーをはじめそれぞれのコースの参加者
は、得る物が多く楽しさの中でも充実した一日を
過ごしました。例年より暑い夏の一日でしたが、
楽しい夏の思い出となることでしょう。

　7 月 15 日（日）森のホール 21 で「第 19 回 クラ
ブリーダー・スタッフ研修会」が、65 名の参加
で開催されました。講師は、SKiP SQUARES 会
長で県連事務局長、さらにコーラー指導者として
活躍されている西山隆文氏でした。
　テーマは「コーラーからエンジェルダンサーへ
のお願い」という興味深いもので約 2 時間の講演
でした。要旨は、
①初心者講習で、最も大切なのはエンジェルダン
サーの役割であり、エンジェルは定義に従って常
に正しいステップ、カウントで踊ることが肝要で
す。
②リードは、無理に押したり引いたりせず、優し
く言葉や手で方向を示す程度にして、後のフォ
ローはコーラーに任せるのが賢明です。最も大事
なことは、どんな時でも笑顔で接することです。
③初心者を否定する言葉や頭ごなしの注意などは
絶対禁物です。先輩の一言は凶器になります。初
心者の士気を下げ、ヤル気をなくすだけですので

絶対にやめましょう！というものでした。
　講師の豊富な経験に基づく具体例について、動
画や実演も含めて丁寧に説明していただき、とて
も理解しやすかったと思います。内容的にも今後
高齢講習者が増え、益々エンジェルの必要性が求
められる中、時宜にかなったもので大変参考にな
りました。
　私も今日学んだことをクラブに持ち帰り、会員
とともに期待されるエンジェル役を果たせるよう
努めたいと思います。

（シャトー佐倉 SDC　宍倉昭夫）

第１７回Ｄｏ－Ｓａ－Ｄｏパーティー開催

第19回 クラブリーダー・スタッフ研修会の内容と感想
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県連行事予定　3月～

千葉県連クラブパーティ情報（3月～）

開催日 　　　県　　連　　行　　事 会　　　場

開催日 　　　主　催　ク　ラ　ブ　 会　　　場

編集後記

 4月7日 コーラーズスクール発表会 千葉市中央コミュニティセンター
 5月25日 千葉県ＳＤ連絡協議会 総会 千葉県教育会館
 5月26日 千葉県ＳＤ連絡協議会 キュアー研修会 四街道文化センター
 7月7日 千葉県ＳＤ連絡協議会  ドーサードパーティー 市原市市民会館
 7月7日 千葉県ＳＤ連絡協議会 リーダー・スタッフ研修会 市原市市民会館
 9月（予定） 千葉県ＳＤ連絡協議会 ＲＤパーティー 会場は未定
 10月～２月 千葉県ＳＤ連絡協議会 コーラースクール 千葉市中央コミュニティセンター
 2020/1月26日 千葉県ＳＤ連絡協議会 ＳＤ講習会 松戸市森のホール２１
 2020/1月（予定） 千葉県ＳＤ連絡協議会 リーダー・スタッフ研修会 （未定）
 2020/2月（予定） 千葉県ＳＤ連絡協議会 コーラーズ研修会 （未定）
 2020/3月14,15日 千葉県ＳＤ連絡協議会 第４５回ＳＤジャンボリー TKPガーデンシティ千葉

4月21日 クローバーリーフスクエアーズ５３周年アニバーサリー  JEF 体育館
5月12日 ベルフラワースクエアーズ １８周年アニバーサリー 鎌ケ谷市総合福祉保健センター
5月29日 おかげさまで10 周年　千葉地区レディスパーティ みやざき倶楽部
6月2日 メイプル スクエアダンス クラブ 第 20 回アニバーサリー 森のホール21
6月16日 SDとRD両方を楽しむ　東葛あじさいパーティ 流山生涯学習センター 
10月6日 45th ANNIVERSARY 市原ファミリースクエアーズ  ホテル ポートプラザ ちば

　ホームページと広報誌の編集を担当させてい
ただいておりますが、各クラブのイベント情報に
ついて皆様の情報提供をお願いします。
　携帯からは右のQRコードをご利用下さい。
　パーティ情報につきましてはチラシのデータも合わせてご提供い
ただけますようお願いします。データの形式は Word、Exce、
pdf、画像データ等、何でもかまいませんので、さくらスクエアーズ
小倉までメール（mogura@remus.dti.ne.jp) でご提供いただけま
すようお願いします。


