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　例年のように5月は支部幹事会の開催。今回は島根県津和野町旅館 ｢よしのや｣ にて開催い
たしました。短時間での会議にもかかわらず、議題はたくさんあってかなり駆け足の会議にな
ってしまいましたが、何とか時間内に終了でき、いざジャンボリーへ。
　今回のジャンボリーは､ S協からは高瀬会長･半田理事長の参加､ 来賓として津和野町長 中島
巌様･津和野町教育長 斎藤数弘様のご臨席で､ミニコンベンション並みの開会式となりました｡
　初日は朝から雨で一時は土砂降り状態、楽しみにしていたTSUWANO NIGHTSは大丈夫か？
って心配をよそに、ダンスを踊っている間にしっかり晴れ上がり準備万端整っていました。一
度で二度楽しめるダンスって素敵です。踊りを満喫し、津和野を満喫し、今回ジャンボリーに
参加されなかった方々は、ちょっと残念だったと思います。あたらしいジャンボリーのあり方
を見つけたような、とても新鮮な気分のジャンボリーでした。
　さて、いつまでもジャンボリーの余韻に浸っているわけにはいきません。第47回全日本SD
コンベンションin北九州が待っています。来年の9月は、西日本の皆さんが主役になっても
らわなければなりません。まずは西日本支部から500～ 600人のコンベンション参加、そして
1000人を超える開催を実現しましょう。まだ開催準備も始まったばかりですが、全員が協力し
合ってコンベンションを成功させましょう。そのために、今からクラブ会員・仲間同士声掛け
合って、コンベンションへの誘い合いをお願いします。
　これからもダンスで知り合ったみんな、協力し合い、助け合い、楽しいダンスの趣味を続け
ていけるように頑張っていきまっしょい。

素敵なジャンボリー そして 来年のコンベンションに向けて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本支部長　上　田　　　彰

　この度､津和野町で開催された第24回西日本ジャンボリーにお招き頂き､ 2年振りに西日本の会
員の皆様と2日間に亘り親しく交流できた上､素晴らしい行事に参加できた事､御礼申しあげます。
　特に今回のジャンボリーには、地元津和野町 中島　巌町長･斎藤数弘教育長がご来賓として
ご挨拶頂くと共に、19日夜は保存会の若者による大蛇の郷土踊りの披露、会場の準備は青年団
の応援、宿泊の「わたや」さんの心のこもったもてなし等、町を挙げての支援には、全く感激
いたしました。このことは、中島町長の話の中で、津和野SDクラブ創立者の故岩田道雄会長
始め、歴代役員、会員の皆様方が、津和野町民に日頃から信頼敬愛され、町内と一体となって
活動していた実績によるものと思います。
　S協が目指しているモデルは、まさにこの津和野型であると考えます。
　貴西日本統括支部は、中国、九州、四国の3ブロックの支部化を目標に努力しておりますが、
前提として､会員の増大､指導者の育成強化､組織整備確立が必要です｡幸い､今回のジャンボリ
ーで､若手コーラーメンバーの成長には､目を見張るものがあり､更なる発展を期待しております。
　来年は、第47回全日本スクエアダンスコンベンションin北九州が、貴統括支部主管で開催
されます。500名参加を管轄内で努力されるとのこと、その実現を期待しております。
　終わりに、上田支部長以下役員並びに会員の皆様方の、益々のご健勝とご活躍を祈念し、ご
挨拶といたします。

第24回 西日本スクエアダンスジャンボリーに参加して
　 　　　　　　　　　　　　　日本スクエアダンス協会 会長　高　瀬　達　三
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平成19年度西日本支部幹事会報告

　去る 5 月 19 日に、津和野町よしのやにおいて西日本支部幹事会が開催されました。
　定数 61 団体 73 名のうち、出席 37 団体 47 名・委任状 24 名で会議を進行しました。上田
彰 西日本支部長・高瀬達三 日本 SD 協会会長の挨拶のあと、以下の議題を審議しましたので、
報告いたします。

報告事項
1．平成18年度事業報告・会計報告
　1）西日本支部幹事会
� 平成 18 年 5 月 20 日　坂出市　「坂出グランドホテル」に於いて開催
　2）第 23 回西日本スクエアダンスジャンボリー
� 平成 18 年 5 月 20 日・21 日　坂出グランドホテル　参加者　274 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　3）平成 18 年度支部講習会
　　　中国・九州ブロック
� 平成 18 年 9 月 23 ～ 24 日　別府市「つるみ荘」　参加者　83 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　　　四国ブロック
� 平成 18 年 10 月 21 ～ 22 日　鳴門市「地場産業振興センター」　参加者　75 名
� 会計報告　　全員異議なく承認
　4）全国理事会報告
� 平成 19 年 1 月 27 ～ 28 日
　　①全日本スクエアダンスコンベンションの大会名称を「全日本スクエアダンスコンベンシ
　　　ョン in ○○」に変更する。
　　②日本スクエアダンス協会のダンスプログラムに関する方針を定める「プログラムポリシー
　　　（修正案）」の説明が技術委員長より説明された。
　　③外国人の、全日本スクエアダンスコンベンション参加を推進するため、参加費を定めて
　　　早くから PR したい。
　　④日本スクエアダンス協会の事務所が移転した。
　5）法人化現状報告（高瀬会長・上田支部長より報告）
　　①各県のフォークダンス連盟との関わり、スクエアダンスの現状を日本フォークダンス連
　　　盟に報告。
　　② 5 月 20 日､ 日本フォークダンス連盟理事会が開かれる。21 日､ 日本フォークダンス連
　　　盟より回答がある予定である。
　　③フォークダンス連盟側の「日本スクエアダンス協会が法人化されたら会員離れが起こる
　　　のでは？」との危惧に対して、法人化の目的を説明し理解を得るようにしてきた。
　　④地方のフォークダンス連盟とスクエアダンスとが連携できていない。（フォークダンス連盟
　　　県支部より上がってきた意見。）
　　⑤法人化の文部科学省への手続きはほとんど済んでいる。今年度中に法人化させたい。
　　⑥平成 20 年度以降から新しい公益法人（総理府管轄）となる。
　6）ブロック幹事会
� 中国ブロック：広島　平成 19 年 3 月 18 日
　　　　四国ブロック：高松　平成 19 年 3 月 25 日　
　　　　九州ブロック：福岡　平成 19 年 3 月 11 日　
　7）その他
　　コミュニティー 25 について、まだほとんど実績がないので試行した結果の感想、意見を参
　考にしたい。
　質問：コミュニティー 25 について質問事項や結果の感想、意見は誰に言えば良いのか？
　回答：各ブロックの総務委員で対応する。
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2．平成18年度会計報告および監査報告
　　　資料により報告があり、承認される。
3．平成19年度事業計画
　1）総務委員会会議　平成 19 年 5 月 3 日
　2）西日本支部幹事会　平成 19 年 5 月 19 日　島根県津和野町「よしのや」
　3）第 24 回西日本 SD ジャンボリー　平成 19 年 5 月 19 日～ 20 日　津和野町民体育館他
� 参加者　　203 名
　4）平成 19 年度支部講習会
　　　3ブロック合同　平成19年10月20～21日　会場　岡山県 友愛の丘中央教育センター
　5）ブロック代表者会議・総務委員会会議
　　　　各１回開催　１月・４月
　6）ブロック幹事会
　　　　各ブロック　年１回開催　３月（中国ブロックは平成 20 年 3 月 23 日予定）
　7）指導者派遣　これからも協力する体制でいく。
4．�平成19年度支部会計予算案
　　　予算書案により説明。

確認事項
1．新クラブ紹介ほか
　　　新規登録　四国ブロック　　今治スクエアダンスクラブ
　　　脱退　　　九州ブロック　　２クラブ
2．支部行事ローテーション
　　　平成 20 年度支部幹事会　　　平成 20 年 5 月 25 日　　福岡県小倉
　　　※平成 21 年度以降のジャンボリーについては、総務委員会、各ブロック幹事会で再度
　　　　話し合ってほしい。講習会は予定通り行いたい。
3．平成20年度支部講習会
　　　四国ブロック講習会　　　　　日程は未定
4．平成19年度各クラブ行事

審議事項
1．�第47回全日本スクエアダンスコンベンションについて　
　　西日本支部で 500 ～ 600 名の参加を目標にしている。（各クラブ 2/3 の参加者が必要な
　人数。）各資料についての質疑応答。（幹事からの質問に対して準備委員が回答）
質：宅配便はホテルにまかせきりで良いのか？
回：資料は案であり、決定ではない。ホテルとの話し合いも進んでいない。
質：全体プログラムに C1 が入っていないが、全国からダンサーが来るので考えてほしい。
回：要望があれば可能。挙手で賛否をとり賛成 19、反対 5 により C1 を入れる方向で考える。
質：ラウンドダンスのレベルは？
回：プログラムを良く考えてほしい。ダンサーが踊ったり、休んだりを繰り返すようだと困る。
質：参加費は食事なしだが、弁当は販売しないのか？
回：考えているが、ホテル側と今後詰めていく。
質：宿泊ホテルが 1 か所抜けている。プラザホテルがあるはずだが？
回：議事録に追加記入する。なお、各ホテルの宿泊金額については参考であり、金額について
　　は現在ホテルと交渉中。
2．ジャンボリーのエントリーについて
　　コーラー、キュアーの増加により、西日本スクエアダンスジャンボリーのコール・キュー
　のエントリーに対して、エントリー者を資格･貢献･技量･期待等で点数化し、コール･キュ
　ーの回数およびダンスレベルを決定したい。資料について幹事からの意見。
・基本的には、賛成。しかし検討課題あり。
・西日本ジャンボリーなので、エントリーしたコーラーは、1 チップはコールするべき。
・同意見ではあるが､ そうなるとメインストリームは初心者ダンサー向けとなる可能性がある。

西日本支部かわらばん 2007年 6月（3）



西日本支部かわらばん

・2 人で 1 チップをするとかを考えたら？　
・新人コーラーは別に集めて別会場でやればいいのでは。
・そうすると、逆にダンサーがそこに集まらないのでは。
・ダンス会場を増やせば。（ベーシック会場）
3．各ブロックの支部化について
　　各ブロックごとに、温度差がある。基本は、支部化。来年の全日本スクエアダンスコンベ
　ンションまでには無理か？　資料について幹事からの意見。
・昨年の幹事会で決まったと思っていたが、また話を元に戻すのか？法人化までに実現できれ
　ばいいと思うが？
・支部の規定の見直し。
・今回、日本スクエアダンス協会の理事会にはこのままでは提案はむずかしいと思う。
　　この後　幹事会終了時間となり､ 後日､ 各ブロックの総務委員会で審議することとする。

備　考
　　　　　　　　　　四国ブロック　　　中国ブロック　　九州ブロック
　　　ブロック長　　　上田　　彰　　　　荒木　義昭　　　川本　雅巳
　　　副ブロック長　　細川　　浩　　　　櫻下　隆志　　　安田　　穂
　　　総務委員　　　　村澤　　博　　　　高村　　宏　　　中村由紀子
　　　　任期 2 年間　平成 20 年 3 月まで。ブロック長（理事）は、平成 20 年 6 月まで
　　11111111111111111111111111111111111111

毎年やろうか　西日本ジャンボリー
津和野ブルーマウンテンスクエアーズ　　田　中　道　枝　

「お疲れ様～」第 24 回西日本スクエアダンスジャンボリー終了後、津和野町内のスパゲティ屋さ
んに反省会の席をもうけ、会員同士が労をねぎらい合いました。思えばこの西日本ジャンボリー
の準備を始めた頃は、問題がいっぱい。津和野町には 200 人以上を収容出来るような大きなホテ
ルや旅館も無い、小さなクラブで会員も少ない等、大きな不安を抱えてのスタートでした。
　まずジャンボリーを成功させる為には津和野町をあげての支援が不可欠でした。町全体から見
ても延べ 300 人のダンサーが及ぼす経済効果は大きく､ 町長は全面的な支援を約束してくれまし
た。更に津和野町有志のイベントを企画するグループが、会場の設営から、イベントの企画運営
の手伝いをしてくれることになり、成功へのほのかな希望が見えてきました。そして何回もの役
員会や打ち合わせ等を経て、だんだんと計画も煮詰まり、とうとうジャンボリーを迎えました。
　ダンス会場は町民体育館。この殺風景な会場を何とかゆったりとくつろげる雰囲気、カフェの
様にしたいと思い、回りの壁にはコスチュームやバンダナを飾り、フロアーにはテーブルを置い
てクロスをかけ、バラの花を飾りました。踊り疲れたらゆっくり休んでいただき、久し振りに再
会した友人とは心ゆくまでおしゃべりを楽しんでいただきたいとの思いからでした。ダンサーの
皆さんには大変喜んでいただけたので、準備をした者としては嬉しい限りです。
　今回のジャンボリーは、会場の都合で分宿となりましたが、西日本の SD 愛好者が集まるせっ
かくの機会なので「つわのナイト」を計画しました｡ 石畳の道には灯籠が置かれ､ ほの暗い通りの
土蔵の白壁をスクリーン代わりに津和野の美しい風景が映し出され､ 町が幻想的な雰囲気になり
ました｡ 土曜日の参加者には､ ドリンク券､ お楽しみ抽選券があり､ オープンカフェで飲み物をもら
い､ くじを引いて石見神楽を見る等､ 楽しい企画盛りだくさんでした｡
特に石見神楽は人気があり､ 高瀬会長はじめ､ 皆､ 熱心に最後まで観
賞していたので､ 神楽社中も大変はりきって舞ってくれました。
　ダンスは土曜日､ 日曜日共､ ダンサー､ コーラー､ キュアーの見事な
連帯で盛り上がり､ とっても楽しく踊りました。「楽しかったよ。」と
たくさんの人に喜んでいただき本当に良かったと思いました｡
　遠くからおいで下さった西日本の皆様、何かと心配していただい
た理事の皆様、音響テストにお付き合い下さった荒木さんご夫妻、
山口スクエアダンスクラブの皆様、多くの方々のお力添えでジャン
ボリーも成功裏に終わる事が出来ました。ありがとうございました。
　この経験を来年のアニバサリーにも生かしていこうと思います。
ほたるの舞う頃また津和野でお会いしましょう。
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西日本ジャンボリーに参加して
　北九州スクエアダンスクラブ　　波多野　和　子　

　朝早く曇り空の中、少し胸を躍らせながら出発しました。
　久しぶりの遠出で、ここ 1 年程遠方のパーティーの参加はしていなかったので不安な気持ち
と弾む心が入り乱れながらの出発でした。3 時間ドライブをして津和野入りをし、少し小雨は
降っていましたが、とても空気がおいしく、さわやかな気分になりました。会議が終わりダン
ス会場に入るともう始まっていたのですぐに踊りの輪に入り、久しぶりの人たちに挨拶をして
回ると段々に以前の感を取り戻すようでした。
　実は、私事ですが以前からリュウマチと加齢による膝
関節の炎症に悩まされ、とうとう歩けなく成ってしまい、
今年の 2 月に人工関節の手術をしました。
　ダンスが踊りたいばっかりに、決心したようなものです。
経過がよく、歩いても痛みが出なくなり爽快な気分です。
でも、まだ術後 3 ケ月なので無理は出来ません。何とか
2 日間休憩しながら、又、楽しみながら踊りました。
　最後のスゥインギングは、5 名のコーラーさんによる
大合唱で幕を閉じました。閉会式で高瀬会長も言われて
いましたが、西日本には 30 歳台のコーラーさんが 2 人
も育ち、ベテランのコーラーさんと一緒に渡り合えることは素晴らしいことだと・・・今後が
楽しみだと・・・おかげ様で我々ダンサーも気持ちよく参加することが出来ました。
　最後に津和野 SDC の皆さん大変お疲れ様でした。そして有難う御座いました。
　来年の全日本コンベンションは、北九州 in 小倉です。大勢の方の参加をお待ち致してます。

ジ ャ ン ボ リ ー 参 加 記
　メリーメーカーズ　　嶽　　ユキ子　

　第 24 回西日本ジャンボリーが津和野で開催されました。
　島根県出身の私にとって、故郷に帰ったような二日間でした。初日の夕食後は、手作り灯籠
でライトアップされた町並みを皆で歩きました。幻想的でとっても綺麗でした。白壁をスクリ
ーンにして、季節の津和野も見せてもらいました。また、珍しい石見神楽には、皆大喜びでし

た。会場の飾り付けから手作り
のイベントまでが、地元ボラン
ティアの方々の応援によるもの
だと聞き、町全体でのおもてな
しに感激し、心温まる思いがし
ました。津和野の皆様ありがと
うございました。
　私は、スクエアダンスに出会
ってもう少しで 4 年になります。
まだまだ上手く踊れずにセット

をつぶしてしまうことが多いのですが、踊っていて
とっても楽しいと感じるようになりました。昔懐か
しい曲から流行の曲まで、いろいろなリズム・歌に
合わせて体を動かすと、自然と笑顔になります。今
回もたくさんの方たちと出会えることが出来ました。
　｢こんにちは、よろしくお願いします。｣｢ありがと
うございました。またお会いしましょうね。｣ …と
声を掛け合い、いつしか顔見知りの方も増えました。
　これからも出会いを大切にし、ずーっと踊ってい
きたいと思っています。

第４７回

全日本スクエアダンスコンベンション

in 北九州

北　九州コンベンション

ヤッサ
ヤ
レヤ
レ

ね

平成20年９月12日(金)～14日(日)
リーガロイヤルホテル小倉

■ 電車で ： JR小倉駅 新幹線口（北口）空中回廊で直結、徒歩1分
■ バスで ： 西鉄バス小倉駅前 バス停　徒歩 3分
■ お車で ： 北九州自動車道 門司 Ｉ.Ｃ（本州から）または 八幡Ｉ.Ｃ（福岡方面から）
　　　　　　で北九州都市高速に乗り換え、小倉北ランプより2分

祇

園
太鼓で 踊らん

ね



西日本支部かわらばん 2007年 6月（6）

平成19年度　西日本支部スクエアダンス講習会  
日　時:平成19年 10月 20日 (土 )13時 00分～　21日 (日 )16時

場　所:友愛の丘 中央教育センター
　　　　　岡山県建部町福渡1188

講習内容　1 コーラーコース� 勝亦　隆夫氏
及び講師�2 キュアーコース� 大石　　詢氏
� 3 メインストリーム�荒木　義昭氏
� 4 プラスコース� 原井　耕治氏
� 5 プラス踊り込みコース�上田　　彰氏
� 6 アドバンスコース�中守孝太郎氏
� 7 ラウンドダンス� 佐藤　英男氏
� � 　　　善子氏
� 8 クラブリーダー・� 安元　正明氏
� 　 スタッフ研修コース�細川　　浩氏

h　【西日本パーティ情報】　hhhhhhhhh
　　開催日時� 　� 　　開催クラブ� 　行 事 名

 6月 23～ 24日�東広島ＳＤＣ� 第10回アニバーサリー

 6月 24日� 西日本支部九州ブロック� 第16回九州プラスパーティ

 7月 8 日� 関門スクエアーズ� 第1回アニバーサリー

 7月 22日� 岡山ＳＤＣ� 第43回アニバーサリー

 7月 29日� スノーバードスクエアズ広島�第2回アニバーサリー

 7月 29日� ＦＤ連盟福岡県支部� 福岡県スクエアダンス講習会

 8月 5 日� 山口県ＳＤ連盟� 第4回オレンジパーティ

 8月 19日� 福岡県ＳＤ連絡協議会� 第2回フレッシュリーフパーティ

 9月 7～ 9日� 日本ＳＤ協会� 全日本コンベンションin北海道

 9月 16日� ペパーミントスクエアーズ五日市�第3回アニバーサリー

 9月 23日� 広島県ＳＤ連合会� ベーシックパーティ

10月 7 日� 山口県ＳＤ連盟� 県スポレク大会兼ベーシックパーティー

10月 20～ 21日�西日本支部3ブロック合同� 平成19年度支部講習会

10月 28日� 北九州ＳＤＣ� 第18回アニバーサリー

11月 10～ 11日�土佐中村ＳＲＤＣ� 四万十 ＡＤ･Ｃ

11月 18日� 下関ＳＤＣ� 第39回アニバーサリー

11月 18日� アーリーバードスクエアーズ広島�ひよこパーティー

11月 23日� 引田ＳＤＣ� 引田プラスの会

11月 25日� 臼杵ＳＤＣ� Do Sa Doパーティー

12月 9日� 広島県ＳＤ連合会� もみじパーティー

12月 15～ 16日�宮崎フェニックス� ３クラブ合同クリスマスフェスティバル

12月 16日� 香川県連� 香川県クリスマスパーティー

12月� 新居浜・松山ＳＤＣ� 合同クリスマスパーティー

12月� 津和野ＳＤＣ� クリスマスパーティー

 1月 20日� アーリーバードスクエアーズ広島�第11回アニバーサリー

 2月 9～ 10日�広島スクエアダンスの会� 第40回安芸のジャンボリー

 2月 16～ 17日�See Saw Swingers� 17回アニバーサリー

 3月 1～ 2日� 山口県ＳＤ連盟� 第9回山口県ＲＤ講習会

 3月 7～ 9日� 日本ＳＤ協会� 全日本講習会

 3月 23日� 直方Ｓ＆ＲＤＣ� 16周年記念アニバーサリー

 3月 23日� 西日本支部� 中国ブロック幹事会
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事務局：〒790-0921 松山市福音寺町399-5 　上 田　　彰　Tel･Fax 089-975-5603
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
西日本支部ホームページ　http://www.milky.ne.jp/~jsds-nis/

会　費:�15,000円（宿泊食事付）
� 10,500円（宿泊なし食事付）

　3､ 4級の検定試験を10月 21日（日）
　に実施します。

問合先： 橋本　　勉
　　　　　TEL/FAX 086-482-1343

申込締切日　

   平成19年９月２０日（木）
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