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　昨５月26日（土）･27日（日）の２日間、大分県
別府市「亀の井ホテル」で開催された、第 19回
西日本ＳＤジャンボリーにお招きを受け、初めて
参加させていただき有り難うございました。
　関東甲信越支部ジャンボリーには、Ｓ協会長就
任後、毎年参加しておりますが、他支部の参加は、
昨年２月の近畿支部ＳＤジャンボリー（兵庫県西
宮市）以来でした。
　かねてより、西日本支部のジャンボリーは賑や
かで楽しいと伺っておりましたが、予想以上の盛
り上がった雰囲気の中で、初対面の会員の皆様方
とＳＤ・ＲＤを十二分に満喫いたしました。
　その上、亀の井ホテルの開場がフローリングで
踊りやすく、特にＲＤでは最適な会場でした。
　会場到着後、早速開催中の支部幹事会に出席ご
挨拶しました。
　出席幹事には、遠く島根県・高知県・鹿児島県
等から出席される等、流石、日本一広範囲（含む
沖縄）な領域を持つ支部で、これをコントロール
するには、支部役員関係者の大変な努力が必要だ
と実感いたしました。
　会議は、来年の第 41回ＳＤコンベンション岡
山大会のシンボルマーク・標語等、第 20回支部
ジャンボリーの土佐中村での開催等諸案件を活発
な討議の後終了しましたが、時間・距離・費用・
労力等、遠隔地でなければ考えられない組織運営
の難しさを痛感いたしました。
　今回のジャンボリーには220名の方が参加しま
したが、顔見知りの方は、支部役員・著名コーラ
ー・ＳＤコンベンション・全国講習会に参加した
約30名で、殆どの方々とは初の出会いでした。
　初めてお話しした中で『会長さ
んは、毎年Ｓ協機関誌“ＳＱＵＡ
ＲＥ　ＤＡＮＣＥ"の１月号の念頭
緒言に掲載されている写真と比べ
ると、実物の方がずっと若くて素
敵だ』（お世辞かも？）と言われて、
何かくすぐったい感じです。
　ダンス終了後、大ホールで夕食
（ビアパーティ）、各室に分かれて
からの２次会にと、会員の方々と
楽しい雰囲気の中で懇談し、すっ
かり顔なじみとなり、膝を交えた
交流ができたことは、支部巡回の
一つの目的でもあり、良かったと
思っております。
　西日本支部はここ数年、支部役

員並びに会員の方々のご努力により、平成 13年
４月現在では、クラブ数では、前年比 5.3％増の
40と、全支部中、関東甲信越支部に次いで第２位
という成績をあげています。
　Ｓ協会員数では、4.5％増の 861 名と関東・近
畿に次いで第３位と好調ですので、引き続き頑張
って欲しいと思います。
　“みんなで拡げよう１万人の輪 "の合い言葉で
目指してきたＳ協会員１万人の達成は、本年９月
開催される第 40回全日本ＳＤコンベンション横
浜大会で達成される見込みです。
　しかし１万人会員達成の裏には、47都道府県に
ＳＤクラブを設置したいという狙いもありました。
　まだ４つの県（山形・和歌山・鳥取・佐賀）が
クラブ未設置です。
　西日本支部に、鳥取・佐賀両県のクラブ作りを
ぜひお願いいたしたいと考えております。
　前述したように貴支部は広範囲の地域を持った
難しい面もありますので、内部体制を固め、時間
をかけて、じっくり取り組んでいただければ幸い
です。
　来年開催の第 41回ＳＤコンベンション岡山大
会は西日本支部の主管ですが、西日本支部らしい、
元気で活力のある賑やかで楽しいコンベンション
にして欲しいと思います。
　最後になりましたが、今回参加の機会を与えて
いただいた、西日本支部上田彰支部長はじめ、関
係役員・会員の皆様方並びに日連主催海外旅行以
来親交があり、今回大分空港まで送迎いただき、
何かとお世話になった大分ＳＤクラブの佐藤義隆
氏に厚く感謝申し上げる次第です。

第19回西日本ＳＤジャンボリーに参加して思うこと
　　　　　　　　　　　　　      日本スクエアダンス協会会長　高　瀬　達　三
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西日本ジャンボリー参加記
アーリーバードスクエアーズ広島　渡井　峰子　

　近畿支部の友人から「楽しいよ、広島にもあるはずよ、パーティで一緒に踊ろうよ」の言葉に誘われ

て、買ったばかりのパソコンで「スクエアダンス」と入力し、クラブ探しをしたのが始まりで、無我夢

中の内にも楽しい一年が経とうとしています。

　今大会は、昨年の秋、当クラブの荒木さんから「来年の西日本ジャンボリーは一緒に行きましょう」

と、それはそれは根気良くご指導いただき参加することができました。

　ダンスは、私自身の力不足からセット

を崩すこともありましたが、明るく心優

しい先輩の笑顔に助けられ、ダンス中に

シューズが脱げたり、イヤリングを落と

したりしながらも夢中で楽しく踊ること

ができました。

　今大会の関係者の皆様のご尽力と、ス

クエアダンスのすばらしさを強く実感さ

せていただいた二日間でした。本当にあ

りがとうございました。

　そして私は、"どんな構成のメインスト

リームもしっかり踊れるよう力をつけた

い"と思った二日間でもありました。

松山ＳＤＣ　坊ちゃんファミリー　松尾　佐代　

　私ども夫婦はスクエアダンスの仲間入りをしてまる８年、九州での西日本ジャンボリーには、都合３

度目の参加となりました。（何と、参加申し込みは、いの一番だったとか。）今回は、日本スクエアダン

ス協会高瀬会長も出席され、華やかに開催されました。

　これまで、私にとって会長さんは唯ひたすら遠い存在の方でしたが、幸運にも同じセットで優しいリ

ードをいただき、思い出深いパーティーとなりました。

　さすがは西日本ジャンボリー、全国区で活躍されているコーラーさんが多く、それぞれの個性豊かな

コールに酔い、まどい、愉しみながら、ＭＳ、Ｐ、Ａ２と挑んでみました。また、注目のチャーミング

な少年ダンサーさん、斬新で歯切れの良いコールをなさる若手コーラーさん、セットを秘かに思いっ切

り盛り上げてくださるベテランダンサーさんに、元気を一杯分けて戴くことが出来ました。

　恒例のビアパーティーは、昼間ダンスばかりでちっとも言葉を交わせないお久し振りのダンサーさん

や気になるコーラーさんと会話もはずみ、絶好の交流の場となりました。抽選会では、景品の選択もさ

ることながら、参加者を最後まで飽きさせずに引きつけ続けた司会進行さんの巧みな語り口は、お人柄

もにじみ出ていて、私は、とても好感を持ちました。提案を一つ。ビアパーティーでもクラブバッジを

胸に出席してみてはいかがでしょう。お名前

を伺いたい方が沢山いらっしゃいますもの。

　２日目。朝が早いですね。私は、過去、前

日の一生懸命のおかげで、スタートに間に合

ったためしがありません。それにしても、８

時は如何せん早いです。お世話係やコーラー、

キュアーの皆様は大変ではと思いましたし、

熱心な方々に脱帽です。

　参加者が増えた２日目は、一層賑やかに、

かつ熱気あふれてあっという間に閉会式を迎

えました。

　来年は、全日本コンベンション岡山大会を
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控えてこのジャンボリーは開催されない由、上田支部長の音頭で、『来年岡山コンベンション！』を参

加者全員心をこめて大合唱し、散会となりました。

　最後になりましたが、支部役員の方々、主管の大分の方々、他大勢の参加者の皆様、愉しい有意義な

２日間を過ごさせていただき、本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

　『来年岡山コンベンション！』が脳裏に焼き付いて離れません。

　2002年の大成功を祈りつつ　See you again!　　　

平成 13 年度支部幹事会　無事閉会！

西日本支部長　上田　彰　

　はじめに、西日本支部の皆様に、平成13年度支部幹事会が無事閉会したことをお知らせします。

　支部幹事会の開催にあたっては、多くの幹事に出席していただけるよう、毎年支部ジャンボリーの開

催日にしています。ですから幹事の８割以上の方が出席されて、中身の充実した幹事会が開けます。し

かし残念なことに、ジャンボリーの運営と重なり、時間が十分に取れないことが悩みです。もっともっ

と審議したい内容も灰色決着で、来年に持ち越されるこ

ともあります。

　毎年議題になりながら、決まった方針が出ていない項

目があります。それは支部ジャンボリーと支部講習会で

す。ここ数年、支部ジャンボリーにおいては、参加者も

200名を越え、初心者からベテランまで楽しめる内容（ダ

ンス外プログラムも含めて）で、実際に参加された方の

声を聞いても、｢楽しかった｣ という声をよく耳にします

し、私自身そう感じています。ただし支部ジャンボリー

は支部の行事であり、主管クラブのパーティーではない

ことを理解して開催して欲しいと思います。また支部講

習会について特にうれしいことは、ここ数年ほとんどの

講習会でコーラ－コースを設けていることです。講習会

の基本は、ＳＤ愛好者を増やせるような内容を設けるこ

とです。直接ダンサーを育てるコースでも良い、ダンサ

ーを育てるためのコーラ－コースでも良いと思います。

西日本支部はまだまだ弱体です。その支部主催の講習会

ですから、技術の向上も必要ですが、母体の拡大を優先

して考えて欲しいと思います。

　来年2002年は、支部ジャンボリーも支部講習会もありません。全日本コンベンション岡山大会に全

力投球します。クラブの幹事さんだけでなく、西日本のみなさん一人一人の協力をよろしくお願いしま

す。みなさんの協力なくしては、絶対にコンベンションは成功しません。西日本のみなさん全員が参加

して、素晴らしいコンベンションにしましょう。

編集局が変わりました

〒745-0121　徳山市須々万奥1394　河 村 順 子
　　　　TEL 0834-88-0026　FAX 0834-88-2367

今回から｢西日本支部かわらばん｣を担当いたします。
みなさんの楽しい情報広場にできるといいな。と思って引き受けました。
体験記・ご意見・ご要望・雑感など、ダンス以外の情報も どしどし原稿をお寄せ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お待ちしています。

西日本支部かわらばん
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第17回 西日本スクエアダンス講習会

日　時　平成13年 9月 29日（土）13時 30分より

　　　　平成13年 9月 30日（日）15時まで

場　所　スコーレ若宮　　福岡県鞍手郡若宮町大字乙野原644

講習内容および講師

　Ａ　コーラーの養成� 荒木　義昭

　Ｂ　上級者コーラーの養成�原井　耕治

　Ｃ　メインストリーム� 森　　一晃

　Ｄ　プラス� � 岩田　　浩

　Ｅ　上級者プラス� 安元　正明

　Ｆ　アドバンス� 中守孝太郎

　Ｇ　上級者アドバンス� 瓜生　泰司

　Ｈ　上級者ラウンドダンス�井早　常夫

　Ｉ　リーダーコース� 和田　　勝

第17回 四国地区スクエアダンス講習会

日　時　平成13年 10月 20日（土）13時 30分より

　　　　平成13年 10月 21日（日）15時まで

場　所　阿南市民文化会館

� 　　徳島県阿南市富岡町

参加費　13,400円

� 　　（宿泊なしは6,000円）

　h　【西日本パーティ情報】

　 8月 5日� 広島県ベーシックパーティ　　　東広島市産業振興会館� 安元　正明� 0824-28-3216

 　8月 19日� 山口県スポーツレクリエーション大会

 　8月25～ 26日� 那賀川ＳＤＣ第20回アニバーサリー� � 松繁　隆敏� 0884-22-5010

 　9月 14～ 16日� 第40回 SDコンベンション横浜大会

 　9月29～ 30日� 中国・九州ブロックSD・RD講習会� スコーレ若宮� 渡辺　博文� 093-603-0813

　10月 7日� 山口県ＳＤ連盟パーティ　　　　小郡町ふれあいセンター�河村　順子� 0834-88-0026

　10月 19～ 21日� 全国ＲＤ講習会（ＦＤ連盟）

　10月 20～ 21日� 四国ブロックＳＤ・ＲＤ講習会

　10月 28日� 全国レクリエーション大会（ＦＤ連盟）�　高松市� 高口　慶二� 0877-62-2569

　10月 28日� 北九州ＳＤＣ第12回アニバーサリー� スコーレ若宮� 渡辺　博文� 093-603-0813

　11月 4日� アーリーバードひよこパーティ� 郵便貯金ホール� 荒木　千鶴� 082-878-5027

　11月 4日� 宮崎ＳＤＣアニバーサリー� � 山本　隆従� 0985-24-1291

　11月 11日� キャッスル丸亀10周年アニバーサリー�� 吉川きよみ� 0877-22-3061

　11月 17～ 18日� 安芸のジャンボリー　　　　サムシングホールドルフィン�井早可代子� 082-289-4557

　12月 9日� 広島県ＳＤ連合会もみじパーティ

平成14年　 1月� 熊本ＳＤＣ第12回アニバーサリー

　 1月 18～ 19日� 第5回アーリーバードアニバーサリー

　 2月 9～ 10日� 第4回山口県ＲＤ講習会

　 2月 23～ 24日� See Saw Swingers第 11回アニバーサリー

第17回 西日本スクエアダンス講習会

日　時　平成13年 9月 29日（土）13時 30分より

　　　　平成13年 9月 30日（日）15時まで

場　所　スコーレ若宮　　福岡県鞍手郡若宮町大字乙野原644

講習内容および講師

　Ａ　コーラーの養成� 荒木　義昭

　Ｂ　上級者コーラーの養成�原井　耕治

　Ｃ　メインストリーム� 森　　一晃

　Ｄ　プラス� � 岩田　　浩

　Ｅ　上級者プラス� 安元　正明

　Ｆ　アドバンス� 中守孝太郎

　Ｇ　上級者アドバンス� 瓜生　泰司

　Ｈ　上級者ラウンドダンス�井早　常夫

　Ｉ　リーダーコース� 和田　　勝

第17回 四国地区スクエアダンス講習会

日　時　平成13年 10月 20日（土）13時 30分より

　　　　平成13年 10月 21日（日）15時まで

場　所　阿南市民文化会館

� 　　徳島県阿南市富岡町

参加費　13,400円

� 　　（宿泊なしは6,000円）

　   　【西日本パーティ情報】

　 8月 5日� 広島県ベーシックパーティ　　　東広島市産業振興会館� 安元　正明� 0824-28-3216

 　8月 19日� 山口県スポーツレクリエーション大会

 　8月25～ 26日� 那賀川ＳＤＣ第20回アニバーサリー� � 松繁　隆敏� 0884-22-5010

 　9月 14～ 16日� 第40回 SDコンベンション横浜大会

 　9月29～ 30日� 中国・九州ブロックSD・RD講習会� スコーレ若宮� 渡辺　博文� 093-603-0813

　10月 7日� 山口県ＳＤ連盟パーティ　　　　小郡町ふれあいセンター�河村　順子� 0834-88-0026

　10月 19～ 21日� 全国ＲＤ講習会（ＦＤ連盟）

　10月 20～ 21日� 四国ブロックＳＤ・ＲＤ講習会

　10月 28日� 全国レクリエーション大会（ＦＤ連盟）�　高松市� 高口　慶二� 0877-62-2569

　10月 28日� 北九州ＳＤＣ第12回アニバーサリー� スコーレ若宮� 渡辺　博文� 093-603-0813

　11月 4日� アーリーバードひよこパーティ� 郵便貯金ホール� 荒木　千鶴� 082-878-5027

　11月 4日� 宮崎ＳＤＣアニバーサリー� � 山本　隆従� 0985-24-1291

　11月 11日� キャッスル丸亀10周年アニバーサリー�� 吉川きよみ� 0877-22-3061

　11月 17～ 18日� 安芸のジャンボリー　　　　サムシングホールドルフィン�井早可代子� 082-289-4557

　12月 9日� 広島県ＳＤ連合会もみじパーティ

平成14年　 1月� 熊本ＳＤＣ第12回アニバーサリー

　 1月 18～ 19日� 第5回アーリーバードアニバーサリー

　 2月 9～ 10日� 第4回山口県ＲＤ講習会

　 2月 23～ 24日� See Saw Swingers第 11回アニバーサリー

参加費　13,000円（宿泊なしは7,000円）

締　切� 平成13年 8月 31日

申込先　〒807-0074

　　　　　北九州市八幡西区陣原４丁目19-20

 � 　 渡 辺 博 文　TEL&FAX　093-603-0813

参加費振込先

　　　　銀 行 名　北九州八幡信用金庫　本城支店

  　　　口 座 名　河 野 洋 子（こうのようこ）

  　　　口座番号　総合普通口座　1116263

参加費　13,000円（宿泊なしは7,000円）

締　切� 平成13年 8月 31日

申込先　〒807-0074

　　　　　北九州市八幡西区陣原４丁目19-20

 � 　 渡 辺 博 文　TEL&FAX　093-603-0813

参加費振込先

　　　　銀 行 名　北九州八幡信用金庫　本城支店

  　　　口 座 名　河 野 洋 子（こうのようこ）

  　　　口座番号　総合普通口座　1116263

　今年は、元気の良い(？)梅雨でした。
喜んだのは、庭の草と、カエルだけかな。
　さあ、ビールのおいしい夏だぞ。胃袋
くん、君は元気だろうな…(̂ ô )

講習内容および講師

　メインストリーム� 村沢　　博

　プラス�� 細川　　浩

　ラウンドダンス� 高口　慶二・河野　健一

　コーラー養成� 上田　　彰

事務局：〒790-0924　松山市南久米町288-3　上 田　　彰　Tel･Fax 089-975-5480
編集局：〒745-0121　徳山市須々万奥1394　　河 村 順 子　Tel 0834-88-0026･Fax 0834-88-2367

編集を終えて夜が更けて…


