
西日本支部 かわらばん
日本スクエアダンス協会　西日本支部　2005.2.　№ 12

　スクエアダンス協会（Ｓ協）で
一つ問題になっていること、それ
は新規会員が増える中で、退会さ
れる会員が少なくないことです。
　毎年３月末日がＳ協加入の更新
の締め切りとなっています。西日
本支部の会員がどれくらい増えたか、
新しいクラブは加入されたか、そ
れが詳しくわかるのは５月も後半
にならないと、Ｓ協の集計が出ま
せん。いつも期待と不安をもって、
事務局からの報告を待っているの
ですが、西日本支部としては、こ
の紙面を通してみなさまに会員の
勧誘をお願いするしかありません。
　西日本支部のクラブ別会員状況を見ますと、Ｓ協加入５０人を超えているクラブがありま
せん。地域的なことでしょうか。他支部を見ますと、どこか必ず大所帯のクラブがいくつか
あります。どうして西日本支部にはないのでしょうか。以前からずっと思っていた西日本支
部の七不思議？の一つです。ビギナー募集の時に、会員一人一人が新人さんを一人連れてく
ると一気に二倍になる計算ですが、長くダンスをやられてる方は、声をかける相手が少なく
なっています。そうすると、どうしても最近始められた方に頼ってしまうわけですが、募集
に限度があります。おそらくどのクラブもこれと同じような悩みを少なからず持っていると
思います。何かこのような問題で、協力し合えることは出来ないでしょうか。例えば、みな
さんの住んでいる地域から他県や他市在住の知り合いの方に、スクエアダンスを紹介すると
いうようなことは、実際行われているのでしょうか。
　また同時に、各県の組織力のアップも課題です。特に西日本支部は県にクラブが一つのと
ころ二つのところが大半を占めています。Ｓ協指導で県の連絡協議会を立ち上げて（実施済
み）、地域社会に貢献しスクエアダンスの普及発展のため、活動していくような計画もあり
ます。すでに組織力を持った連絡協議会もありますが、実際はままならないのが現実です。
特にクラブ数の少ない県、指導者の少ない県などは、西日本支部が出来る限りの協力をいた
しますので、困ったこと・分からないことがありましたら遠慮なく相談してください。これ
もクラブの代表者だけが考え込まないで、ダンサーのみなさん一人一人が協力して、組織力
のアップ（クラブ数を増やし、ダンサーを増やす）をしていきましょう。
　まずはダンサーを増やすことが、いろんな問題の解決の第一歩になるように思われます。
楽しいスクエアダンスをいろんな人たちに知っていただき、一緒に踊れるようになれるよう
に、みんなで協力していきましょう。最後に付け加えておきますが、ベテランダンサーも大
切にすることを忘れないでください。

スクエアダンスの仲間を増やすために　　　　
　　　　　　　　　　　　　      西日本支部長　上　田　　　彰
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講　習　会　に　参　加　し　て
大分スクエアダンスクラブ　　西　木　妙　子　

　あるパーティでスクエアダンスと出合い、踊り始めてまだ間もない講習会です。大分から
会場のスコーレ若宮までは車での移動でした。車中では、同行の皆さんが何かと気を使って
くださり、笑いながら話もはずみましたが、私の中では初めての体験なので不安でいっぱい
でした。開会式後は各クラスへ移動して私はMSのクラスへ。部屋の中は両サイドに椅子が並
べてあり、腰を下ろして周りを見ると、親しい人、顔見知りの人が目に入りほーっとしまし
た。講師お二人の自己紹介の話で気持ちがだんだん落ち着きました。それからのご指導は、
ユーモアのある話で、私
にも理解できる丁寧な説
明をしていただき、1 日
2日目と、早かったこと！
講習会の最後に言われた
ように「踊り込み」を心
がけて多くの皆さんと楽
しんで踊り続けたいと思
います。
　遅れましたが、会場の
お世話の方々の最初から
最後までの心くばり有り
難うございました。

コ　ー　ラ　ー　養　成　コ　ー　ス
小倉コスモススクエアーズ　　片　渕　倭文子　

　コーラーは私のやりたいことだろうか。養成コースに参加して、形にしては見たけれど。
スクエアダンスをより深く楽しむための第一歩
である。
　パーティに参加するとき体感する。コーラー
が勝つか、ダンサーが勝つか、集中一騎打ちで
ある。私は時々負ける。負けたとしても重ね合
わせた手のひらが「サンキュー !!」とはじけ
るとき、心地良いものが込み上がってくる。
　9月末日西日本支部講習会があった。約 200
名の参加のうち 11名がコーラーコースだ。講
師は、私たちをすぐ家族的な雰囲気にした。親
鳥は、コーラーの定義をしっかり解く。ひよこ
も真剣だ。理

のわけを勉強したうえで実践である。限られた時間のなか
でダンサーに向かいマイクを握るのだ。「えっ！うっそー」
しっかりやりました。それなりにしか出来なかったのは当
然として。
　人間性にふれてみたい興味ある講師、仲間。ダンサーに
わかりやすく伝える大切なことって何だろう。ダンサーが
表情豊かに踊ってくれるコールってどんなんか。
　TENNTENN TENNESSEE WALTZ♪～～～
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四国ブロックＳＤ講習会に参加して

　　　ＭＳコース　キャッスル丸亀　　高　田　澄　子　
　初めて講習会に参加しました。初日はまず基本的な動作・隊形・MSの復習を教えて頂きま
した。基本的な動作・隊形等は、いつもクラブで行っているものでした。参加者の中には慣
れていないのか、動きにくそうな方もいらしたみたいでしたが、講師の方に詳しく指導して
もらい、また慣れてきたのか初日終了時には、皆楽しく踊れていたように見えました。
　２日目は、初日の復習。あまり使われない隊形からの動作は、コールされてもすぐ動くこ
とができず、よく考えて基本的な動作を思い出し、よく説明を聞き、納得して動くことが出
来たのです。最後は意外なベーシックの使い方の項目でした。今まで一度も聞いたことのな
い、また、動いたこともない（忘れている？）私としてはとても難解な（これがMS？）、た
とえば、Boys face Grand Square　４画
に動くことはわかっていても、一人で出
来るの？どっちを向いて？（二人でして
いたとおりにすればいいのに）説明を聞
いて、やはり加齢のせい　柔軟性がなく
なってきているのかな？
　最後の全体実技の際には間違わず、心
の中でかすかに　万歳！　とても体も頭
も疲れましたが、参加してよかった！
　最後になりましたが、上田さん、横井
さん、ありがとうございました。そして
大変お疲れ様でした。

講　習　会　に　参　加　し　て
新居浜スクエアダンスクラブ　　高　橋　咲　恵　

　秋晴れの10月 16日～ 17日の 2日間、「キュアー初級コース」に参加しました。参加者は、
顔見知りの方ばかりで、嬉しく胸躍らせながらの受講でした。キュアーを初めて10ヶ月。自
分１人で、どうしたらいいのかわからないまま練習をしていましたので、寺西講師の講習を、
密かに期待していました。緊張の中にもなごや
かな雰囲気で、キュアーの心得として、1.指
導者として見られている。2.何事も諦めずに
努力する。3.率先して行動する。4.1回の例会、
1回のパーティを大切に。5.音楽に興味を持つ。
ということでした。また、キューイングの練習

では、まずは、
リズム・発
音・タイミ
ングで、自
信をもって
「この曲は、
繰り返し練習しました。」と言えるまで練習することだと
言われました。私もいろいろ悩んでいましたが、自分が思
っていたようなことでしたので、意を強くして、ダンサー
が楽しく踊れるように、頑張りたいと、夢をふくらませた
講習会でした。
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　　第 22 回 西日本支部ＳＤジャンボリー  
日　時:平成17年 5月 28日 (土 )14時～29日 (日 )15時 30分

会　場:北九州国際会議場　ＪＲ小倉駅北口

宿　泊:リーガロイヤルホテル小倉　ＪＲ小倉駅北口

会　費:全日程参加　19,000円（夕食･宿泊･朝食･昼食付き)

　　　　28日のみ参加  2,000円（14時～18時　夕食無し）

　　　　29日のみ参加  3,500円（9時～15時 30分  昼食付き）

　　　　宿泊無し参加  5,000円（28日夕食無し･29日昼食付き）　
問合せ：瓜生泰司（TEL 0949-24-3145）詳細は追って各クラブ宛にお知らせします

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

 3月 5日（土）��山口県ＳＤ連盟主催� 第6回山口県ＲＤ講習会
� ～6日（日）�王司公民館� 猪瀬　正剛� 0832（48）2642

 3月 27日（日）
��直方スクエア＆ラウンドダンスクラブ�創立13周年記念アニバーサリー

� �スコーレ若宮� 瓜生　泰司� 0949（24）3145

 4月 3日（日）
��アステールナインスクエアーズ�第13回アニバーサリー

� �アステールプラザ� 原井　耕治� 082（251）2874

 4月 9日（土）��大分スクエアダンスクラブ� 16thアニバーサリーin湯布院
� ～10日（日）�久重レークサイドホテル� 川本　雅巳� 097（567）3800

 4月 24日（日）
��岡垣ストロベリースクエアーズ�12thアニバーサリー

� �岡垣町東部公民館� 安田　　穂� 093（283）3969

 5月 14日（土）��チェアフルスゥイーパーズ� 第4回トリプルスターズフェスティバル
� ～15日（日）�スゥインギングドールス� 会場　14日　厚生年金大濠荘
� �ふくおかイースタンスクエアーズ�　　　15日　市民福祉プラザ
� �チェリィーブラッサムなかがわ�柴田　邦俊� 092（741）0504

 5月 28日（土）��日本ＳＤ協会西日本支部主催� 第22回西日本支部SDジャンボリー
� ～29日（日）�主管　直方Ｓ＆ＲＤＣ
� �北九州国際会議場� 瓜生　泰司� 0949（24）3145

 6月 18日（土）��津和野スクエアダンスクラブ� 第31回アニバーサリー
� ～19日（日）�津和野町民センター� 上田　由香� 0856（23）5468

 6月 26日（日）
��東広島スクエアダンスクラブ� 第8回アニバーサリー

� �川上公民館� 安元　正明� 082（428）3216

 7月 17日（日）
��岡山スクエアダンスクラブ� 第41回アニバーサリー

� �早島町中央公民館� 橋本　　勉� 086（482）1343

 9月 10日（土）��引田スクエアダンスクラブ� 徳島合同パーティー
� ～11日（日）�那賀川スクエアダンスクラブ� 会場　ルネッサンスリゾートナルト
� �鳴門スクエアダンスクラブ
� �スイートポテトスクエアダンスクラブ� 松繁　隆敏� 0884（22）5010

10月 8日（土）��長崎オレンジスクエアーズ� オレンジアニバーサリーin長崎
� ～ 9日（日）�稲佐山観光ホテル� 浜本千津子� 0957（43）4355

10月 22日（土）��山口県ＳＤ連盟� 山口県スポーツレクリエーション大会
� ～23日（日）�下関市� 猪瀬　正剛� 0832（48）2642

10月 30日（日）
��下関スクエアダンスクラブ� 第37回アニバーサリー

　� �勝山公民館� 南野　知彦� 0832（53）7618

11月 12日（土）��土佐中村ＳＲＤＣ� 創立30周年四万十アニバーサリー
� ～13日（日）�高知はたＪＡ会館� 永野　一男� 0880（34）1757
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事務局：〒790-0921 松山市福音寺町399-5 　上 田　　彰　Tel･Fax 089-975-5480
編集局：〒745-0121 周南市須々万奥1394　　 河 村 順 子　Tel 0834-88-0026･Fax 0834-88-2367

編集を終えて :天災や悲惨な事故がテレビ画面からひっきりなしに流れてきます。こうして元気にダンスを楽しめるのは、本当にラッキーなことで
すね。杉の花粉が今年は極めて多いとのことですが、春が待ち遠しいこの頃の寒さです。昨日、蕗のとうを見つけたので、蕗みそを作ってみました。
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