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支 部 長 退 任 挨 拶
松山スクエアダンスクラブ　　

　上　田　　　彰　

　時が経つのは早いもので、理事を引き受けてから14年が過ぎました。

　右も左も分からないままS協組織の中に入り、ベテラン理事のあとを追いかけるように仕事

をしてきましたが、知らないうちに自分も古株の仲間入りをしていました。

　14年間のうち12年間支部長を務め、どれだけ支部の皆さんに役立てることをしてこれたの

か、？？ばかりが残ります。

　この14年の中で、特に思い出に残っていることは、なんと言っても岡山と北九州の2回の

コンベンションです。本当に地元の役員、会員をはじめ、支部の多くの方に協力をいただき、

すばらしいコンベンションが開催できたことです。また、ブロック持ち回りでのジャンボリー、

支部講習会にも、ほとんど参加させていただき、いろいろな記憶が浮かんできます。

　今回、役員交代で理事は退任しましたが、まだまだお手伝いすることはいっぱいあると思い

ます。微力ではありますが、いろいろな形で皆さんと一緒に協力していきたいと考えています。

　14年間お世話になりました。そして、これからもよろしくお願いします。

支　部　長　挨　拶
西日本統括支部長　　　

原　井　耕　治　

　このたび上田さんの後をお受けし、支部長の大役を仰せつかったアステールナインスクエア

ーズの原井耕治です。四国ブロックの理事　細川さん、九州ブロックの理事　井上さんと一緒

に頑張りたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

　早速ですが、来年の西日本ジャンボリーは、日本フォークダンス連盟55周年記念行事の一

環として開催されます。フォークダンス、スクエアダンス、ラウンドダンス、レクリェーショ

ンダンス、そして日本民謡の５部門の仲間が一堂に会し、相互に交流を深めながら、様々なプ

ログラムが実施されます。全国のS協理事をされているコーラーも自前で参加され、これまで

にないパーティになると思いますので、ぜひ多数の方の参加をよろしくお願いします。

　また、西日本統括支部では、以前から３ブロックを支部化しようとの話がありました。西日

本統括支部は受け持ちエリアが広域すぎるのが主な要因と考えられます。日本スクエアダンス

協会が一般社団法人となった今、組織的な活動を充実するには、３ブロックを同時に支部化す

るのではなく、地理的、規模、クラブやダンサーの数などから九州ブロックの支部化を優先す

ることが一番いいのではと考えています。今後九州ブロックの皆さんとも協議しながら、検討

していきたいと思っています。

　これからの２年間、新役員で頑張りますので、よろしくお願いします。
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　　　　　理事拝命にあたっての所感
西日本統括支部理事（四国ブロック担当）

細　川　　　浩　　

　　　　　　　　　このたび、西日本統括支部の理事をお引き受けすることになりました。

　　　　　　　　主として四国ブロック内の活動を担当いたします。すでにＳ協機関誌で所感

を述べさせていただきましたが、今回は、その内容を若干補足させていただきたいと思います。

★まず、取り組みたいことはＳ協県連の充実で、四国ブロックのＳ協県連組織を実際に機能す

るものにして、各地域内 (県内 )のクラブの連携を充実・活性化を図りたいと考えています。

例えていえば、まずは、町内会で、向こう三軒両隣仲良く助け合っていこうよ…という機運を

育み、できればそれを定着させたいということです。

★そう望む背景の一つに、四国地域の慢性的なＳＤ人口の伸び悩みがあります。各クラブとも、

いろいろ模索してはいるものの、思うように新人の確保ができません。たまに新会員が獲得で

きても、二人とか三人とかで、クラブ員数は増えたり減ったりしながら結局は横ばいがやっと、

というのが、私の所属クラブを含め、近隣地域で、もっとも多いパターンです。

　劇的な状況好転は、正直、期待薄です。とすると、そういう状況でも、縮み志向にならない

で、好機到来まで堪え忍ぶためには、近隣クラブとなにかを一緒にやるしかないではないか、

例えば、2クラブが協働すれば参加者は2倍になるはずだし予算も2倍でプラスアルファの企

画を組める余地ができ楽しさも倍加・・という発想です。Ｓ協県連を充実することで、そうい

う取り組みがスムースに立ち上がる雰囲気を地域に根付かせたいという目論見です。

★二つめの背景は、地方の地理的ハンディをなんとか克服したいということです。四国のよう

に広い地域にクラブが散在する地域では、都市部とちがって、会議一つをとっても費用・時間

がかかります。ブロック全体の幹事会だと１回当たり７～８万円程度かかります。そういう状

況下では、一定限度の予算枠内で、ブロック内連携を強化するには、下部組織内（Ｓ協県連内）

の連携を充実させることが経済的にみても効果的と考えられます。というより、むしろ、そう

いう方向を志向しないと連携を深めることは難しいと考えています。取り組みは始まったばか

りです。いつの日にか会員急増という幸せの上昇気流に巡り会うまで、試行錯誤を繰り返しな

がら、辛抱強く頑張りたいと思っています。

　　理事就任についての抱負
久留米スクエアダンスサークル　　

井　上　芳　男　

　　　　　　　　　　この度、日本スクエアダンス協会理事、九州ブロック長に就任しました

　　　　　　　　　久留米スクエアダンスサークルの井上です。

　私がフォークダンスを始めたのは、1970年だと思います。

　その後1975年大阪で開催された万国博覧会お祭り広場でのスクエアダンスに参加したのがき

っかけで、スクエアダンスのすばらしさに、はまってしまいました。

　私のホームグラウンドは福岡県久留米市です。例会は、毎週火曜午後７時から行っています。

英語は分からなくてもスクエアダンス語（ベーシック）が理解出来ればアメリカは勿論、世界

各国で、ダンスでの交流が出来、国際交流に貢献出来る物と信じています。



コーラーや指導者を育成し韓国でのスクエアダンスが盛んになり、まずはアジアコンベンショ

ンを開催するのが夢です。皆さんの御指導御協力をお願いします。

平成 22 年度 西日本統括支部幹事会報告

　去る6月5日 11時～13時 40分に、山口市の「かめ福」で西日本統括支部幹事会が開催され

ました。

　上田彰支部長のあいさつの後、以下の議題を審議しました。

1　平成21年度事業報告及び会計報告

　（1） 総務委員会が平成21年5月5日に松山市で、平成21年度西日本統括支部幹事会が平成

　　　 21年 5月 16日に新居浜市で開催されたこと。

　（2） 第 25回西日本支部SDジャンボリーが平成21年 5月 16日～ 17日に新居浜市の「レーイ

　　　 グラッチェふじ」で239名の参加者を得て開催されたこと。

　（3） 平成21年度支部講習会が、中国ブロックでは平成21年 9月 12日～ 13日に山口県のセ

　　　 ミナーパークで、四国ブロックでは平成21年 11月 7日～8日に愛媛県の丹原文化会館

　　　 で、それぞれ123名と 85名の参加者を得て開催されたこと。

　（4） 各ブロック幹事会の結果（中国ブロック平成22年 3月 28日、四国ブロック平成22年

　　　 3月 22日、九州ブロック平成22年 3月 21日に実施）が各ブロック長から報告された

　　　 こと。

　（5） 指導者派遣支援事業について平成21年度も引き続きカーターズベルSDCへの派遣事業

　　　 に支援したこと。

事業報告の後、平成21年度支部会計報告と監査報告があり、原案どおり承認された。

なお、中国ブロックのホームページ担当者が猪瀬正剛氏から東貢一郎氏に代わったことが報告

された。

2　平成22年度事業計画及び予算

　（1） 総務委員会が5月 5日に松山市で、西日本統括支部幹事会が本日の会議（山口市）で

　　　 実施済みであること。

　（2） 第 26回西日本ジャンボリーが平成22年 6月 5日～6日に山口市のホテルかめ福で219

　　　 名の参加を得て開催されること。

� 　（意見）

� ・西日本ジャンボリーのRDの曲目は事前に決めてほしいこと。
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� ・S協 30曲からの選曲では実際上困難であること。

� 以上の意見については、今後検討するとされた。

　（3） 平成22年度支部講習会について中国ブロック、四国ブロック及び九州ブロックの各責

　　　 任者から資料に基づき説明されたこと。

　（4） ブロック代表者・総務委員会を年1回開催すること。

　（5） ブロック幹事会を各ブロックで年1回実施すること。

� （意見）

� ・ブロック幹事会は年2回にして充実したいこと。

� ・ブロック幹事会は西日本支部の決算との関係上4月に実施することになるかもしれ�

� ないこと。

　（6） 指導者派遣支援事業及びSD普及活動

� ・カーターズベルSDCへの指導者派遣事業は平成22年度（3年目）で終了すること。

� ・赤磐SDCへの指導者派遣事業に交通費を支援すること。

� ・各ブロックでコーラー研修会を実施する際に助成する予算が認められたこと。

� ・西日本統括支部で新規にクラブを立ち上げる場合は、支部長まで連絡をしてほしい�

� こと。（助成を検討）

� ・九州ブロックの井上ブロック長から来年（平成23年）5月の西日本ジャンボリーは�

� フォークダンス連盟55周年記念大会として開催されることから多数の参加について�

� 要請があったこと。

　　以上の検討後、事業計画及び予算について原案どおり承認された。

3　西日本統括支部規約

　　日本スクエアダンス協会が一般社団法人となったことから、この定款に沿った規約とする

　ため、支部規約の見直しがなされ、一部修正のうえ、承認された。

4　役員改選が行われ、新役員は、次の通りとなった。

　　支 部 長　原井耕治

　　理　　事　細川　浩　井上芳男

　　総務委員　橋本　勉、増田清子（中国ブロック）

　　　　　　　上田　彰、田岡　要（四国ブロック）

　　　　　　　川本雅巳、中村由紀子（九州ブロック）

5　その他

　（1） 新規クラブの赤磐SDC（岡山県）が紹介された。

　（2） 支部行事ローテーション及び平成23年度ブロック別講習会担当県が確認された。

　（3） 平成22年度支部・クラブ行事の紹介があり、一部修正された。

6　半田常務理事挨拶（要旨）

　　一般社団法人の設立と事業計画の紹介があった。法人化は目的ではなく、あくまで手段と

　して考えていること。今後もスクエアダンスの普及に

　努めてほしいこと。日本スクエアダンス協会の「ご挨

　拶」文は、公共の施設を使うときなどに活用してほし

　いこと。新しい支部長、理事の選出があり、また、Ｎ

　ＨＫコーラー（中川功氏、東貢一郎氏、河村修氏）の

　誕生という世代交代に立ち会えてよかったこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上



初めての西日本ジャンボリー
鳴門スクエアダンスクラブ　　

浜　渕　富　子　

　スクエアダンスを始めて４年になります。少し楽しくなってきたので、大きな大会で踊って

みようと申込みしました。

　当日は朝６時に鳴門を出発し、クラブコーラーの村澤さんのスムーズな運転で予定どおり

11時前に会場のホテル「かめ福」に到着しました。ダンス開始の２時まで時間があるので、「タ

クシー観光」しました。湯田温泉近辺を案内してくれました。後でわかったのですが、夜の「ほ

たるバス」の下見になりました。その夜は夕食を済まし、温泉に入りバスに乗り、何年ぶりか

のホタルを見ることが出来ました。しあわせでぇぇす！　ステキな企画をありがとうございま

した。

　目的のパーティーはとても華やかでした。ＭＳ・プラス・Ａ２と会場が分かれていて自分に

合った会場で存分に２日間楽しめました。（少し難しいのもありました）踊ってくださった皆

様方ほんとうにありがとうございました。

　クラブの人に「西日本ジャンボリーではいつも沢山のコスチュームがある」と言われ楽しみ

にしていましたが販売していなくて残念でした。（言った人の勘違いでした）今後、コスチュ

ーム、アクセサリーなどの販売などを検討していただけませんか？

　最後になりましたが今回のジャンボリーの運営など関係者の皆様に感謝いたします。スクエ

アダンスにめぐり逢え、今回も多くの方と知り合いになり、これからの人生に楽しみがいっぱ

いです。誘ってくださいました先輩方ありがとうございました。これからもご指導よろしくお

願いします。また誘ってください。

西日本ＳＤジャンボリーに参加して
　　　　　　　　　　　津和野 BLUE MOUNTAIN SQUARES　　

吉　永　智　美　
　今年の西日本ジャンボリーは、私のクラブのお隣の山口市（私の場合、住居地ですが）と聞

き、早くから参加を決めました。当日は天候にも恵まれ、駐車場係の人たちは大変だったと思

います。ご苦労様でした。

　会場に着くなり、中国、四国、九州のブロック一同を会してのパーティー、「お久しぶり」「お

元気ですか」の挨拶があちらこちらで始まりました。いよいよ始まるな。気持ちを引き締めダ

ンス会場へ。近県パーティーの参加が多い私は、初めて聞くコーラーさんが大勢いらしてびっ

くりしました。皆さん頑張っていらっしゃるんだなーと感心しながら、楽しく踊らせていただ

きました。また、ダンスを見学なさってる方からいろいろ質問を受け、少しでも興味を持って

2010年 8月（5）



西日本支部かわらばん （6）

いただいてうれしく思いました。夕食時の YOSIKI-CHA の生演奏は、馴染みの曲も何曲かあり

堪能させていただきました。普段はダンス関係の音楽をよく聴くのですが、民族音楽もいいも

のですね。温泉地ということで、夜に朝に入浴し心も体もお肌もすっかり回復して二日目も元

気にダンスを楽しみました。

　残念だったのは、特別企画としてフリーマーケットがあったのですが、ダンスと話に夢中で

気が付いたときにはすでに終わっていたことです。出店された方がいろいろ工夫をされてて、

好評だったとか…　残念です。

　最後になりましたが、山口県スクエアダンス連盟の皆様、参加された皆様、楽しいパーティ

ーをありがとうございました。またどこかで楽しみましょう。

平成23年
第27回 西日本統括支部

スクエアダンスジャンボリー

日時� 平成23年5月14日（土）～15日（日）
場所� 福岡国際会議場 5F 国際会議室
特色� 今回は、創立55周年記念 全日本フォークダンス大会の一環とし�
� て開催します。
� 全国理事のコーラーが集い、ダンスはMSからC1まで2ホールで。�
� FD、民踊、RD、レクDと一緒に楽しむ企画もあります。
� 今までにないユニークな西日本ジャンボリーです。ぜひご参加�
� ください。

　なお、詳細については日本フォークダンス連盟、日本スクエアダン
ス協会等から案内チラシ、参加申込書等が送付されます。
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第27回 西日本統括支部

スクエアダンスジャンボリー

日時� 平成23年5月14日（土）～15日（日）
場所� 福岡国際会議場 5F 国際会議室
特色� 今回は、創立55周年記念 全日本フォークダンス大会の一環とし�
� て開催します。
� 全国理事のコーラーが集い、ダンスはMSからC1まで2ホールで。�
� FD、民踊、RD、レクDと一緒に楽しむ企画もあります。
� 今までにないユニークな西日本ジャンボリーです。ぜひご参加�
� ください。
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　なお、詳細については日本フォークダンス連盟、日本スクエアダン
ス協会等から案内チラシ、参加申込書等が送付されます。
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参加費:�全日程　8,000円
� （全日程、夕食・昼食付き、宿泊なし）
　　宿泊希望の方にはシングルはホテルドルフィンを、
　　ツインは広島サンプラザを予約します。

申込締切日：平成22年８月３１日（火）

申込問合先：安元正明 ℡･� 082-428-3216

　　　〒739-0145　東広島市八本松町宗吉49-1

振込先：ゆうちょ銀行　15170-11945851

　　　　　　　　　安元正明
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第24回　西日本スクエアダンス講習会　
中国ブロック

日　時:平成22年 10月 2日 (土 )13時 00分～10月 3日 (日 )16時 00分

場　所:ホテルドルフィン広島
� 　広島市西区草津新町1-30-29
� 　〒733-0834　Tel：082-278-4175

講習内容　コーラーコース� 上田　　彰
及び講師�キュアーコース� 高崎　文昭
� メインストリーム
� 　　　　踊りこみ�荒木　義昭
� プラス
� 　ワークショップ�安元　正明
� アドバンス
� 　ワークショップ�原井　耕治
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中国ブロック

日　時:平成22年 10月 2日 (土 )13時 00分～10月 3日 (日 )16時 00分

場　所:ホテルドルフィン広島
� 　広島市西区草津新町1-30-29
� 　〒733-0834　Tel：082-278-4175

講習内容　コーラーコース� 上田　　彰
及び講師�キュアーコース� 高崎　文昭
� メインストリーム
� 　　　　踊りこみ�荒木　義昭
� プラス
� 　ワークショップ�安元　正明
� アドバンス
� 　ワークショップ�原井　耕治

参加費:�全日程2日間　6,000円
� （2日間 宿泊なし、夕･昼食付）
　　宿泊希望者　１泊朝食付 6,000円程度

申込締切日：平成22年８月２２日（日）

申込問合先：松繁隆俊　℡･� 0884-22-5010

　　　〒774-0030　阿南市富岡町西池田口11-3

振込先：ゆうちょ銀行　01650-1-93268

　　　　　　那賀川スクエアダンスクラブ

参加費:�全日程2日間　6,000円
� （2日間 宿泊なし、夕･昼食付）
　　宿泊希望者　１泊朝食付 6,000円程度
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申込問合先：松繁隆俊　℡･� 0884-22-5010

　　　〒774-0030　阿南市富岡町西池田口11-3

振込先：ゆうちょ銀行　01650-1-93268

　　　　　　那賀川スクエアダンスクラブ

第25回　西日本スクエアダンス講習会　
四国ブロック

日　時:平成22年 9月 18日 (土 )13時 30分～ 19日 (日 )15時 30分

場　所:阿南市文化会館、市立富岡公民館
� 　阿南市富岡町西池田135番地1
� 　〒774-0030　Tel：0884-21-0808

講習内容　1コース:メインストリーム
及び講師�　　　村澤　博、横井悦子
・指導者�2コース:プラス
� 　　　上田　彰、多田伸司
� 3コース:ラウンドダンス
� 　　　高口慶二、榎本阿紀
� 4コース:コーラー養成
� 　　　細川　浩、沖野光子
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� 4コース:コーラー養成
� 　　　細川　浩、沖野光子

申込締切日：平成22年８月２０日（金）

申込先：井上芳男　℡ 0942-35-1217

　　　〒839-0804 久留米市宮ノ陣町若松2371-1

　　　　　　　　Mail:inoue@fb59.com

振込先：ゆうちょ銀行　17420-92068131

　　　　　久留米スクエアダンスサークル

申込締切日：平成22年８月２０日（金）
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第24回　西日本スクエアダンス講習会　
九州ブロック

日　時:平成22年 9月 18日 (土 )13時～ 19日 (日 )15時 30分

場　所:18日　久留米市ホテルニュープラザ　久留米市六ツ門町広又16-1　TEL：0942-38-6155

　　　 19日　久留米市共同ホール　　　　　久留米市野中町1015　TEL：0942-33-2271

講習内容　コーラーコース　　中守孝太郎
・指導者�MSダンサーコース　中川　　功

� PLダンサーコース　森　　一晃

� ADダンサーコース　原井　耕治

参加費：15,000円

　　　（1泊、夕食、朝食、昼食含む）
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� PLダンサーコース　森　　一晃
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西日本支部かわらばん 2010年 8月（8）

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

 8月 27～ 29日�日本SD協会　　　　　第49回全日本SDコンベンションin仙台

 8月 28日� 日本SD協会� S協全国理事会

 9月 20日� ペパーミントスクエアーズ五日市� 第6回アニバーサリー

10月 10日� キャッスル丸亀SDC� 第20回アニバーサリー

10月 24日� 北九州SDC� 第21回アニバーサリー

11月 7日� 広島スクエアダンスの会� 第43回安芸のジャンボリー

11月 7日� 長崎出島SDC� 特別例会（ミニパーティー）

11月 27～ 28日�サンマリン宮崎SDC� 第10周年アニバーサリー

12月 4～ 5日� 宮崎SDC　　　　　　� 第19回アニバーサリー

12月 21日� スクエアダンスひびき� 第5回ＳＤパーティ

22年 1月 30日� アーリーバードスクエアーズ広島�第14回アニバーサリー

 2月 12～ 13日�See Saw Swingers� 第20回アニバーサリー

 2月 13日� イレブンスクエアズ� 第42回アニバーサリー

 2月 26～ 27日�日本SD協会� S協全国理事会

 3月 4～ 6日� 日本SD協会� 第47回全日本SD講習会

 3月 13日� マスカットSDC� 第5回アニバーサリー

 3月 26～ 27日�直方SRDC� 第19回アニバーサリー

 4月 2～ 3日� アステールナインスクエアーズ� 第19回アニバーサリー

 4月 16～ 17日�大分SDC� 第22周年アニバーサリー

 5月 13～ 15日�福岡県SD連絡協議会　　第27回西日本統括支部SDジャンボリー

 5月 14日� 日本SD協会� S協全国理事会

 5月 14日� 西日本統括支部� 支部幹事会

 5月 28～ 29日�Cheerful Fukuoka SDC� 第10回トリプルフェスタ
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事務局：原 井 耕 治 〒733-0852 広島市西区鈴が峰町30-4-503　Tel･Fax 082-299-7971
編集局：河 村 順 子 〒745-0121 周南市須々万奥1394　Tel 0834-88-0026･Fax 0834-88-2367
西日本統括支部ホームページ　http://www.milky.ne.jp/~jsds-nis/
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猪瀬正剛さんを偲んで

　山口県スクエアダンス連盟会長 猪瀬正剛さんが、7月21日、62歳の若さで
ご逝去されました。
　フォークダンスがきっかけで奥様と結婚し、下関SDC会長の後、関門SRD愛
好会を創設されました。そのお人柄のよさで幅広い人脈を築き、山口県SD連

盟のお世話に力を尽くすなど、スクエアダンスの発展に大きく貢献されました。
　西日本統括支部ホームページ委員・JRDA日本 RD協会中国四国支部事務局長・日本FD連
盟山口県支部副支部長・日連検定委員などを務め、本当に忙しそうでした。
　ダンス関係ばかりでなく町内会でも博識を存分に発揮し活躍されていました。家庭にお
いては、4人のお孫さんのおじいちゃん、その爺バカぶりは、皆さんご存知と思います。
　山口県SD連盟主催RD講習会の翌日に入院され、胆嚢癌の手術を受けられました。第26
回西日本統括支部SDジャンボリーを山口市で開催し、無事終えたことや、猪瀬さんの提案
による特別企画・ほたるバスがとても好評だったという報告を、ベッドの上で嬉しそうに
聞いておられました。その2日後に容態が急に悪化したそうです。
　余りにも早いご逝去に、関係者一同、呆然としております。
　猪瀬さんのご冥福を祈り、心から哀悼の意を表します。
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