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　はじめに1048名の参加者で開催されました岡山大会、大きな事故等もなく盛会に行われまし
た事を報告いたします。
　大盛会に開催できました事、参加されました1048名の方々に感謝をいたします。特に、西日
本支部から400名の参加がありましたこと、感謝に耐えません。900名余りのS協会員のうちの
400名ですから、素晴らしいとしか言いようがありません。それもご近所ならともかく、飛行
機を使ったり、広い西日本のすべてから参加され、本当にありがとうございました。
　岡山大会開催にあたり、2年以上前から準備された実行委員の方々をはじめ、各クラブの幹
事の方々、当日スタッフの方々、そしてダンサーとして参加された西日本支部の方々、皆さん
の協力があったからこそ、この岡山大会が盛会に開催できたと思います。トラブルもいくつか
ありましたが、大事には至らずホッとしています。ただ、食事に関しては一部の方にはご迷惑
をおかけしました。
　他支部から参加された方々のご意見ですが、ほとんどの方が、｢素晴らしい大会でした。ホテ
ルもダンスも日程もすべて良かったです。｣ と言っておられたことをお知らせしておきます。食
事に関しては、ちょっと…との声もありましたが…。
　大会3日間忙しくしましたが、とても充実した3日間でした。それに、ダンスもしっかり躍
らせてもらいました。これもみなさまのおかげです。これからもS協、西日本支部の行事にご
協力をお願いいたします。
　来年は、8月29日 (金 )～ 31日 (日 )の日程で、神戸で開催します。
　本当にありがとうございました。

祝デビュー、全日本コンベンション
広島スクエアダンスの会　櫻　下　美津子　

スクエアダンス暦 2年半の私にとって、千人を越す大きなパーティーは初めての経験でした。
音響機材と共に早めに会場に到着、役員の方が忙しく準備されている姿を見ると、私の胸の鼓
動は高鳴るばかり、音楽スタート！待ちに待ったコンベンションの始まりです。すばらしいコ
ーラーさん、キュアーさんが次々とマイクを持ち楽しいコールをされる為、夕食まで時を忘れ
て踊ってしまい「しまった！明日のカントリーダンスのチケット…」と思った時には完売。一
日目夕食後の合同ダンスと開会式では、ユーモア溢れる挨拶や、歓迎の踊りなどがあり、大き
なパーティーが初めての私には新鮮でした。夜が更けるまで思う存分踊った疲れと、ちょっぴ
り？のアルコールも入り朝までぐっすり。翌朝は、昨日の疲れはどこに行ったのか、さわやか
な目覚めでしっかり朝食を取り、一刻も早く会場へと急ぎ足…。二日目は、朝からMC補助の役
を受け持ち、微力ながら大会のお手伝いが出来たことへの充実感と、コーラーさんと間近に接
することができ嬉しいスタートとなりました。二日目も夜が更けるまでダンスざんまい。一つ
の会場で、北海道から九州までの沢山のコーラー、キュアーさんの素敵なコールが体験でき、
普段お会いする事のない、遠方のダンサーの方々とも同じ時を共有し、笑顔で踊りあえたこと
は感激でした。楽しい時が過ぎるのは早いもので、三日目の合同ダンスと閉会式では、気分は
最高潮。特に来年度開催地区のコーラーさん達による、体がしびれるような迫力あるコーラス

岡 山 大 会 に 感 謝
　　　　　　　　　　　　　      西日本支部長　上　田　　　彰
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に圧倒されました。帰りの車中で「来年も絶対行きたいな！」と自分に誓った私でした。なお、
最後になりましたが、今回のコンベンション開催に際しご尽力された支部役員の方々、本当に
有難う御座いました。

友の輪ひろがる吉備の里に参加して
イレブンスクエア－ズ　造　田　邦　子　

　　コンベンションの参加は今回で3度目。宅急便とドアプライスの贈り物を購入するお手伝
いを仰せつかり当日10時に会場へ。すでに宅急便は各支部に分けられ、後は取りに来られるの
を待つのみといった準備のよさ。心配した混雑も無く、仕事らしい仕事もせず後は幹事さんに
お任せして早速ダンス会場へ。始まって直ぐなのに部屋はセットでいっぱい。日頃お眼にかか
れないコーラーさんが入れ替わり立ち替わり楽しいコールをなさるので、休むことなくセット
作り。落ち着いて周りを見るとお顔見知りの方があちらこちらに。
初めて参加した別府大会はお知り合いも無く寂しい思いをしましたが、7年経った今大勢のSD
愛好者とお顔なじみになり、石の上に
も3年、いいえ私の場合は石の上にも7
年。本当に続けていて良かったと思え
るひと時でした。今回 CO・CW・RDの会
場に初めて足を踏み入れ、有名な指導
者のダンスも見せていただきました。
踊れなくても何でもチャレンジ！とダ
ンスの範囲を広げ、コンベンションを
満喫いたしました。
　おいでんせー　友の輪ひろがる　吉
備の里の言葉通り、またまた友の輪を
広げて頂いたのは言うまでもありません。
　昨年横浜大会の最後のチップで「来年岡山コンベンション」の大合唱。そして閉会式で大勢
の参加を願って配ったチラシ。あれから１年、いいえもっと前から実行委員の方々や岡山スク
エアダンスクラブの皆様の献身的なお働き。1000名もの参加者をお迎えし岡山大会が大盛況の
うちに終えられたいま、肩の荷をおろされた事でしょう。本当にご苦労様でした。楽しい時を
送らせて頂いた一人として心より感謝いたします。

岡 山 大 会 に 参 加 し て
のぞみが丘スクエアーズ　大久保　安　子　

　9月13日から15日までの3日間、第41回全国大会に参加しました。
　私にとっては初めての経験で緊張と驚
きの連続でした。
　スクエアダンスを始めてからまだ 2年
程で、あちこちで催されているパーティ
に参加したことは一度もありませんでした。
今回はどうしても参加しなくてはならな
い状況で、例会の仲間が一緒に行ってく
れると言うので安心して参加しました。
それに岡山は今まで通過するだけで降り
たことはなかったので、この機会に観光
ができるかなという楽しみもありました。
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　とにかく初めてのパーティで、しかも全国大会、1000人以上の参加者で人の多さにびっくり
しました。例会や勉強会で“スカートワーク”等と言われて優雅に踊っていたのに、そのスカ
ートが邪魔で１テンポも２テンポも遅れて皆さんに迷惑をかけてしまいました。それでも私は
男性役を踊っているので上手にリードされている人をたくさん見て勉強させて貰いました。コ
ーラーさんが次々と替わりいろいろなコールを聞き、またそれぞれのトークもとても楽しかっ
たです。
　全国各地から来られた方々に初めてお会いし、手を取り合って笑みを交わしながら踊る、ま
さにこれがスクエアダンスの醍醐味かと思いました。
　また、以前から行きたいと思っていた倉敷・大原美術館・後楽園、それにNHKの(プロジェ
クトＸ)で詳しく知った瀬戸大橋など見たい・知りたいと思う好奇心を大いに満足させました。
とても有意義な3日間でした。

岡 山 大 会 エ ピ ソ ー ド
岡山スクエアダンスクラブ　橋　本　　　勉　

　大会後もう一ヶ月が過ぎました｡直後は運営に関して、ああすれば良かったという反省や後

悔が先に立ちましたが、今は長い間の夢がかなったという充実した気持ちに落ち着いています。

2年前の真夏、上田支部長と初めて会場を見に行った日からいろいろなことがありましたが、

シンボルマークと桃太郎踊りに関するエピソードを書かせていただきます。

　2000 年の 12月に家内が「トンちゃん！トン

ちゃん！ものすごくかわいい桃太郎がいたよ！」

と興奮して帰ってきました。シンボルマークは

岡山だとやっぱり桃太郎だなーと探していた時

期でした。その桃太郎は家内が仕事中に毎日通

る道の農協の選果場の壁面で元気に笑っていて、

私もこれしかないと思い、夢中でカメラのシャ

ッターを押しました。このマークの所有権を持

っている団体から快く使用の承諾をいただき、

実行委員会で選ばれ、バッジになった時には本

当にうれしかったです。

　その翌年の夏、岡山の実行委員のメンバーはたまたま例会が休みの土曜日、岡山市内の夏祭

りにでかけました。踊りの列の方に近づくと、「おいでんせー、おいでんせー」というとても元

気な曲が流れていました。その時、ちょうど横浜大会でのPRの方法を考えていた時だったので、

またまたこれしかない！と思い、何とか、ハッピを手に入れようと（踊りの輪に入った人には

ハッピが渡されていましたので）少し踊ってハッピをもらい、それをバッグにしまって、また

初めてのように踊りの輪に入って 2枚目をもら

うなどという裏ワザまで使って何枚も手にい

れました。横浜大会でのPRの構想が出来上

がった夜でした。実行委員の一人の佐藤一

子さんは、この夜うれしくて眠れなかった

そうです。

　この 2件はこの大会に関するとても不

思議な巡り会わせだと思っています。

　大会当日の運営や実務に関しては、後日

会議で反省、検討しなくてはなりませんが、

私個人としては、上田支部長が当初言われた

「担当支部も楽しめる大会」であったと思います。

事務局であわただしく過ごした3日間、何よりうれしか

ったのは、自分のクラブの会員が笑顔いっぱいで会場を

移動したり、踊ったりしているのが見えたことでした。
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第20回 西日本スクエアダンスジャンボリー
四万十大会

日　時　平成15年 5月 24日（土）14時より
　　　　平成15年 5月 25日（日）15時 30分まで
場　所　中村市立中央公民館
　　　　　　高知県中村市右山五月町8－22
レベル　ＭＳ・Ｐ・ＡＤ・ＲＤ　(☆Ｃ)
定　員　150名
会　費　Ｓ協会員　15,000円　　一般　16,000円　
　　　　　(申込と同時に振り込んでください)　
締　切　平成15年 4月 1日 (火 )
申込先　〒787－ 1106　高知県中村市佐田34－ 1
　　　　　永野　一男　TEL/FAX　0880 － 34 － 1757
　　　　　　　　　　　(携帯)　090 － 2893 － 0165
参加費振込先
　　　　愛媛銀行中村支店　普通2372102
　　　　土佐中村SRDC　酒井　石（さかい　かたし）
　　　宿泊は基本的に4～7名1室となりますが、申込先着順に
　　　シングル・ダブル・ツインがあります。

第18回 西日本スクエアダンス講習会
日　時　平成15年 9月 27日（土）13時 30分～9月28日（日）15時
場　所　ウェルサンピア宇部　　山口県宇部市上宇部黒岩75番地

　　　【西日本パーティ情報】
　　　開催日時�　� 　　開催クラブ� 　行 事 名
� � 　　会　　　場� 　問合せ先�� 　電　話

1月 11日（土）�� 宇部スクエアダンスクラブ� 創立10周年記念パーティ
  ～ 12日（日）�� いこいの村江汐� 高村　昌子� 0836－ 51－ 2285

1月 18日（土）�� アーリーバードスクエアーズ広島�第6回アニバーサリー
  ～ 19日（日）�� 国民宿舎　湯来ロッジ� 荒木　千鶴� 082－ 878－ 5027

1月 19日（日）
�� 熊本スクエアダンスクラブ� 第13回アニバーサリー

� � 熊本市総合体育館� 杉谷　新子� 096－ 338－ 0327

2月 16日（日）
�� イレブンスクエアーズ� 第34回アニバーサリー

� � 国分寺女性会館� 坂東　拓哉� 087－ 845－ 7066

2月 22日（土）�� See　Saw　Swingers� 第12回アニバーサリー
  ～ 23日（日）�� スコーレ若宮� 鹿島　成子� 092－ 621－ 6156

3月 23日（日）
�� 直方スクエアダンスクラブ� 11周年アニバーサリー

� � スコーレ若宮� 瓜生　泰司� 0949－ 24－ 3145

4月 6 日（日）
�� アステールナイン� 第11回アニバーサリー

� � アステールプラザ多目的ホール�東　　　貢� 082－ 255－ 8821

4月 13日（日）
�� 大分スクエアダンスクラブ� 第13回アニバーサリー

� � 翠山荘� 川本　雅巳� 097－ 567－ 3800

4月 27日（日）
�� 岡垣スクエアダンスクラブ� 10周年記念アニバーサリー

� � 未　定� 安田　　穂� 093－ 283－ 3969

6月 22日（日）　　九州ブロックプラスパーティ
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編集を終えて夜が更けて… 急に寒くなりました。
冬は暖かいという予報を信じて、やせ我慢中 !?


