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理事就任にあたって
西日本統括支部理事（九州ブロック担当）

　柴　田　邦　俊　

 　去る4月18日 夢かなうことなく、急逝されました井上芳男さんの後任とし

て、理事、九州ブロック長の大役をお受けすることになりました、Cheerful 

Fukuoka（チアフル福岡）の柴田です。主に九州ブロック内のお世話を担当

いたします。皆様方の知恵とパワーを頂きながら、九州のスクエアダンスの活性化に少しでも

尽力出来ればと思っています。

　西日本支部は範囲が広すぎる、支部を分割してはとの声が出ていましたが、ここに来て「九

州ブロックの支部化」が優先浮上、「九州支部」発足の方向で検討して行くことになりました。

そこで本年度中に「支部発足検討委員会（仮称）」を立ち上げ、2,3年後をめどに、協議、検討

して参りたいと思います。

　出来れば、九州のスクエアダンスが復活して25年目を迎えます平成25年度中に、九州の支

部化がまとまればと思っています。九州各県の皆様方は勿論、西日本支部を始め全国の皆様方

のご協力のもと、ご意見やお知恵を賜りながら進めて参る所存です。どうかご支援の程宜しく

お願い致します。

　最後に、前日本スクエアダンス協会理事、九州ブロック長、井上芳男さんのご逝去にあたり、

謹んで哀悼の意を表します。

西日本統括支部幹事会報告

　平成 23年 5月 15日（日）9時から 9時 50分まで福岡国際会議場 4階の 401・402室におい

て西日本統括支部幹事会が開催されました。東日本大震災と元九州ブロック長の井上芳男さ

んの冥福を祈って黙とうした後、S協高瀬会長のあいさつをいただき、議事に入りました。そ

の結果は次の通りです。

１　平成22年度事業報告及び決算報告について原案通り承認されました。

２　平成23年度事業計画案及び予算案について原案通り承認されました。

３　西日本統括支部規約実施細則の改正について原案通り承認されました。

４　九州ブロック長井上芳男さんの後任として Cheerful Fukuoka SDC の柴田邦俊さんが

　選任されました。

５　その他

　（1）新規クラブの大分マンデースクエアーズの代表松野さんから挨拶がありました。

　（2）九州ブロックにおいて支部化を検討中であること。

　（3）次回の西日本ジャンボリーは5月 26日～ 27日に愛媛県松山市の道後温泉で開催される

　　　こと。
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（1）平成22年度事業報告及び平成23年度事業計画
・平成22年度事業報告
<事業概要>

　事業計画

　　1.コーラー不在クラブへの支援活動とクラブ少数県を中心に普及活動を実施する。

　　2.コーラー・キュアー及びクラブリーダーの育成を図る。

　　3.  S協会員の拡大(ビギナークラス実施)

　　4.新クラブの設立に取り組む。

　　5.講習会参加者への参加費補助を実施

　実施内容

　　1.岡山県と広島県の2クラブにコーラー派遣の支援(交通費の半額補助)を実施した。

　　2.(1)指導者を養成するため3ブロックでそれぞれスクエアダンス講習会を実施した。　　

　　　(2)コーラーを育成するための研修会を3ブロックでそれぞれ実施した。　

　　3.各クラブでビギナー生を獲得するためのビギナークラスを実施した。　

　　4.岡山県で1クラブ(赤磐SDC)が設立された。　　

　　5. 3ブロックで実施したスクエアダンス講習会の参加者に対し、参加費の補助を実施した。

<主な事業>

　5/5 � 支部総務委員会� 愛媛県松山市

　6/5 � 平成22年度　支部幹事会　　　� 山口県山口市

　6/5～ 6 � 第26回西日本SDジャンボリー　� 山口県山口市

　9/18～ 19�支部スクエアダンス講習会（四国･九州ブロック）　徳島県阿南市･福岡県久留米市

　9/19　　� 四国ブロック幹事会(ブロック講習会期間中実施)�徳島県阿南市

　10/2～ 3� 支部スクエアダンス講習会(中国ブロック)� 広島県広島市

　11/23� 支部総務委員会・ブロック代表者会議� 広島県広島市

　8・1月� 支部の機関紙「かわらばん」を2回発行

　3月� 20日　九州ブロック幹事会　福岡市　　21日　四国ブロック幹事会　高松市

　　� 27日　中国ブロック幹事会　広島市

・平成23年度事業計画
　１　スクエアダンスを広く普及するため、コーラー不在クラブへの支援とクラブ少数県を中

　　心に普及活動を推進する。

　２　指導者の育成を図るため、ブロック講習会、コーラー研修会等を引き続き実施する。

　３　支部内スクエアダンス役員・会員相互の情報の共有を図るため、ブロック総務委員会等

　　会議を新設するほか、支部内機関紙「かわらばん」の充実を図る。

　４　九州ブロックの支部化に向けて検討を進める。

<主な事業>

　H23.4/29� 西日本統括支部総務委員会

　5/14～ 15 �第27回西日本ジャンボリー（日本フォークダンス連盟創立55周年記念大会スク

� エアダンス部門として実施) 　　　福岡県福岡市

　5/15 � 平成23年度西日本統括支部幹事会　福岡県福岡市 

　9・10月� 各ブロックスクエアダンス講習会

　11/23� 西日本統括支部総務委員会

　H24年 3月�各ブロック幹事会

　随時� 各ブロックごとのコーラー研修会

　随時� ブロック代表者会議、各ブロック総務委員会等

　年2回� 機関紙「かわらばん」発行 (8月、1月)



（2）平成22年度収支計算書及び平成23年度予算書

（3）西日本統括支部規約実施細則
　西日本統括支部規約の実施に関し必要な細則を次のとおり定める。

1.　役員及び幹事が、統括支部幹事会、総務委員会、ブロック幹事会等に出席する場合は、旅

　費を支給する。ただし、講習会、ジャンボリー等の行事と兼ねて行われる会議については、

　半額支給とする。

2.　本統括支部功労者表彰については、別にこれを定める。

3.　会計が幹事でない場合は、会計は、統括支部長の要請により統括支部幹事会等に出席する

　ことができる。

4. 運営費助成

 （1）運営費助成は、日本スクエアダンス協会に登録されたクラブに助成する。

 （2）運営費助成の額は、クラブ設立時に1万円とする。

 （3）運営費助成は、当該クラブ設立時の1回だけとする。

5. 指導者派遣支援助成

 （1）指導者派遣支援助成は、日本スクエアダンス協会に新たに登録されたクラブの支援とし

　　　て他のクラブから指導者を派遣する場合に当該クラブからの申請により助成する。

　（2）指導者派遣支援助成の額は、指導者の派遣にかかる1年間の交通費（実費）の半額とす
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　　　る。ただし、年間5万円を上限とする。

　（3）指導者派遣支援助成は、当該クラブにつき3年までとする。

6. 講習会助成

　（1）講習会助成は、各ブロックで行う西日本統括支部 SD 講習会に対し助成する。

　（2）講習会助成の額は、SD 講習会1回につき5万円、SD 講習会でコーラーコース又はリー

　　　ダーコースを設けた場合はそれぞれ3万円を助成する。

　（3）助成は、事前に西日本統括支部の承認を受けることとする。

7. 負担金

　（1）西日本統括支部主催の SDジャンボリーを開催するときは、参加者から負担金を徴収する。

　（2）負担金の額は、参加者1人につき300円とする。

　（3）負担金は、西日本統括支部の会計に組み入れる。

8. 音響機材借用費

　（1）西日本統括支部で行うスクエアダンス講習会において音響機材を借用した場合は、1講

　　　習会、1式につき5,000円を支払う。

　（2）西日本ジャンボリーで音響機材を借用した場合は、1ジャンボリー、1式につき15,000

　　　円を支払う。

  附則 4項から8項までの規定は、平成23年度から適用する。

総 務 委 員 会 結 果 報 告

　平成23年 4月 29日（金）に広島市東区民文化センター小会議室において西日本統括支部の

平成23年度第1回総務委員会が開催されました。中国、四国、九州各ブロックの総務委員7名

が参加し、協議した結果をお知らせします。

１　各ブロック幹事会結果について

  　各ブロックの幹事会結果が各ブロック長から報告された。

２　平成22年度事業報告と決算について

  　平成22年度事業報告並びに決算が承認された。なお、西日本統括支部幹事会に提出する決

　算書は収支計算書とし、備考欄に説明、内訳を入れることとする。

３　平成22年度西日本ジャンボリーの決算について

  　承認された。

４　平成23年度事業計画と予算案について

  　平成23年度事業計画及び予算案が承認された。

５　西日本統括支部講習会について

  　各ブロックで開催される講習会について承認された。なお。四国の講習会では検定がない

　ので、検定を受けたい人は中国ブロックの講習会に参加してほしいこと。

６　各ブロックコーラー研修会について

　  それぞれのコーラー研修会について情報が交換された。

７　平成24年度西日本ジャンボリーについて

  　上田総務委員から次の通り説明があった。

  　・日時 平成24年（2012年）5月26日（土）～27日（日）

  　・場所 愛媛県松山市 道後にぎたつ会館

  　・主管 愛媛SDC・松山 SDC

８　九州ブロックの支部化について

  次の通り話し合われ、西日本統括支部として九州ブロックの支部化を推進することとされた。



 　 ・S協は支部化を推奨している。

 　 ・九州で準備委員会を立ち上げて前向きに検討する姿勢で臨んでいること。

　　・支部化することの当面の負担はコンベンションであるが、1回パスすれば10年先まで回

　　　ってこないので大丈夫では。

　　・ジャンボリーは九州プラス等ですでに実践済みであり大丈夫

９　西日本統括支部の助成等について

  　以下の事項について承認された。

 （1）クラブ新設時に S 協に登録された時点で運営費助成として1万円を助成すること。ただ

　　　し、設立時の1回のみとする。

　（2）指導者派遣支援助成として、S協に新たに登録されたクラブの支援として、他のクラブ

　　　から指導者の派遣を要請している場合の指導者の派遣にかかる交通費の半額（5万円/　

　　　年を限度として）を助成する。ただし、3年間に限る。

　（3）講習会助成として各ブロックで行う SD講習会について、1回5万円、コーラーコース又

　　　はリーダーコースを設けた場合は3万円を助成する。

　（4）西日本統括支部ジャンボリーを開催するときは、参加者から1人につき300円の負担金

　　　を徴収する。

　（5）音響機材借用費として、1式につき、SD講習会については5,000円、西日本支部ジャン

　　　ボリーについては15,000円を支払う。

　（6）（1）から（5）までの規定は平成23年度から適用することとし、細則にして残しておくこ

　　　ととする。

10　全日本スクエアダンスコンベンション出演者選定基準の改正について

  　西日本統括支部として次の意見を付すこととする。

　（1）S協会員であること

　（2）旧理事、旧支部役員を2期以上した者について貢献点を加える。

　（3）点数表の改正として貢献点の共通項目に「資格なし 0点」を加え、技量点中全国規模の

　　　講師または支部の講師の点数を下げて、ゲスト経験2回以上を加点する。

　（4）コンベンション要綱の「日本 FD 連盟公認指導者であること」の項目を本選定基準によ

　　　る旨の記載に変更する。

11　かわらばん20号（8月発行）について

  　次の事項を取り上げることとする。

　　・総務委員会及び西日本統括支部幹事会結果

　　・西日本ジャンボリー参加記を各ブロックで1名選出し、お願いする。

　　・井上芳男元九州ブロック長の追悼記事

　　・新九州ブロック長、総務委員の挨拶文

　　・各ブロック講習会の予定記事

12　S協会員2万人獲得に向けて

  　西日本統括支部の会員2万人獲得のための計画を次のとおりとすること。

　　・各ブロックで1クラブ新設を目標とする。3クラブ×10人 /年

　　・各クラブで会員2名増を目指す。  2名×67クラブ/年

13　各ブロックのパーティ等行事予定を情報交換

14　その他

  　大分マンデースクエアーズへ S協登録時1万円を助成する。

  　会議交通費については、今まで通り500円単位の切り上げとする。

  　次回の総務委員会は11月 23日 (水 )に広島市東区民文化センターで行う。
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　　　西日本支部ジャンボリーに初参加して
　　　　　　　　　　　小倉コスモススクエアーズ　　

林　　恵美子　
　　　　　　　　5月 14日土曜日の朝、新装後間もない博多駅に降り立つと、フォークダンス

　　　　　　　の服装を着た女性が看板を持って出迎えてくれました。フレッシュリーフ、ベ

　　　　　　　ーシック講習会等行ったことはありますが、西日本支部ジャンボリーは初めて、

福岡国際会議場も初めてです。着くとすでにたくさんの人、レクダンス、フォークダンス…カ

ラフルな衣装で華やかです。

　3年前の5月、何気なく近所の市民センターのクラブ案内を見ていて「スクエアダンス」とい

う言葉に出会いました。聞いたこともありませんでしたが、その時、何十年も前になりますが、

親戚が住む広島でゴールデンウィーク中に見たフラワーフェスティバルを思い出しました。パ

レードの中にフォークダンスらしきグループがいて、実に楽しそうに見えました。いつか私も

やってみたいものだと印象に残りました。市民センターに電話すると見学に来て良いとのこと。

扉を開け「スクエアダンスって何ですかあ？」

　初めて見たスクエアダンスは、私の思い込み、フォークダンス＝オクラホマミキサーとは全

く違うものでした。やってみませんか？と言われ、親切な方がシューズを貸してくれ、訳もわ

からず初めて３年、途中でこれは無理、やめようと何度も思いました。ベーシック、メインス

トリームとやって来て、プラス入門を始めたころは、しまった、早く辞めていればよかったと

後悔しましたが、苦節３年、ジャンボリーに参加することができました。

　初めて聞くコーラーさんは慣れなくて、コールを聞き取ることができません。あれ？と思っ

ていると、相手をつとめてくれたコスモスの方が繰り返して言ってくれます。なんとかセット

を崩さずに済みました。だれか相手を見つけないと…とボーと立っていると背の高い男性がに

こやかに「お願いします。」とても上手なリードで、緊張していた私も笑顔がこぼれます。真似

して跳び上がって、楽しかった！ＭＳしか参加できないので、

プラスの時は座って皆さんを眺めます。いつかこんなふうに踊

れたらいいけれど。あ、このコスチュームは可愛い、こちらの

方も素敵、と楽しみは尽きません。

　方向音痴の私を一緒にＪＲに乗って連れて行ってくれたコス

モスの先輩方、パートナーの相手をしてくださった皆さん、お

世話になったスタッフの方々、本当にありがとうございました。

� � 第 15 回全日本フォークダンス大会　　　　　　　
Ｓ協西日本統括支部 第 27 回スクエアダンスジャンボリーに参加して　　

　　　　　　　　　　　那賀川スクエアダンスクラブ　　

成　松　静　代　
　　　　　　　　第15回全日本フォークダンス大会が、平成23年5月13日（金）～15日（日）、

　　　　　　　博多で開催されました。私は、遠隔地での参加は、今回がはじめてです。那賀

　　　　　　　川スクエアダンスクラブからは14名が参加しました。5月13日早朝6時バスで

阿南を出発しました。晴天にめぐまれ、関門海峡からその眺めもよく、心配した車酔いもせず、

車中は楽しく過ごしました。途中、太宰府天満宮を参拝した後、5時、博多グリーンホテルに

着きました。チェックインした後、まず、博多駅の地下街でおみやげに博多名物　博多ラーメ

ン、めんたいこ等を買いました。そして、２つのグループに分かれて、友達とおいしく夕食を
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しました。

　翌日の14日は、さわやかに目が覚めました。いよいよ博多国際会議場5Ｆでスクエアダンス

ジャンボリーです。10時からメインストリームとプラス交互のプログラムでした。

　初めて聞くコーラーさん。初めて一緒に踊るダンサーの人達。始まるまでは色々心配してい

たけど「一緒に踊りましょう！」と男性役の人が誘ってくれてどこかのセットに入れました。「よ

かった。ありがとう。お願いします！」思わず声が出ていました。博多のスタッフの方もよく

気をつかってくれて、踊りながらわかりにくいときは「通訳がいるんだね」とアドバイスを入

れてくれたり「普段いつもこんな調子で踊っ

ているんだよ」とリードしてくれる人がいて、

殆んどスムースに踊ることができました。5

時まで時間を忘れて楽しく踊りに酔いました。

　最終15日は、昼まで、また楽しく踊って、

帰路につきました。遠方での参加でしたが、

徳島では普段経験できないようなことが味わ

えて本当に幸せでした。皆さんにお世話にな

り有難うございました。いつか又よい機会に

めぐまれて全国の大会に参加できたら良いな

と思っております。

　　　　　　　　追　悼
　　　　　　　　去る4月 18日、久留米スクエアダンスサークル会長であり私の父、井上芳男

　　　　　　　が逝去しました。1月に65歳を迎えたばかりでした。

　　　　　　　　フォークダンスを始めた後、1970年の大阪万博でスクエアダンスに出会い、

　　　　　　　久留米スクエアダンスサークルを創設しました。その頃に母と出会い結婚、そ

　　　　　　　の後サークルは一時活動を休止していましたが再開する折に次女の私もダンス

を始め、やがて長女もするようになりました。例会には家族で通うのが習慣となり、小学生に

なる孫が時々セットに入って踊るのを嬉しそうにしていました。

　仕事にダンスに、全国といわず海外まで飛び回る父でした。最近ではハワイコンベンション

へ行くのが毎年の恒例となっていて、自分のコールで踊ってもらえるんだと嬉しそうに話して

いました。

　そんな父の姿を見ていた私はやがてコールを始め、最近では父に誘われて一緒にコールする

こともありました。私は気恥ずかしさもありましたが、父は一緒にできることを喜んでいたよ

うです。

　現在はスクエアダンスを韓国に普及させようと尽力していました。何度も韓国へ通い、韓国

の方をこちらの講習会やパーティーに連れて来ることもありました。韓国でアジアコンベンシ

ョンを開催するのが夢だったようで、そのために努力していたようです。

　今年、初めて九州ブロックの理事という役を頂き、日連55周年大会・西日本ジャンボリーの

準備にと意欲を出していた折でした。2月4日に肺炎で緊急入院。しかし本当の病気は多発性骨

髄腫でした。肺炎が骨髄腫の治療を阻み、効果的な治療ができないまま病魔の進行を止めるこ

とが出来ませんでした。

　入院中も明るく振舞い、元気になることを信じていました。こんなにも早く逝ってしまった

ことを、周りはもちろんですが本人が一番驚いていたと思います。

　家を空けることが多かった父なので、家に居ないのは慣れています。でもダンスの場に居な

いのは、とても寂しく感じます。けれど、スクエアダンスが好きだった父の分まで、私たち家

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
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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/

参加費:�全日程　13,000円
� （宿泊なし　8,500円）

申込締切日：平成23年８月３１日（水）

申込問合先：橋本　勉 ℡･� 086-482-1343

　　  〒 701-0304　岡山県都窪郡早島町早島259

振込先：ゆうちょ銀行　15400-3208391

参加費:�全日程　13,000円
� （宿泊なし　8,500円）

申込締切日：平成23年８月３１日（水）

申込問合先：橋本　勉 ℡･� 086-482-1343

　　  〒 701-0304　岡山県都窪郡早島町早島259

振込先：ゆうちょ銀行　15400-3208391

第25回　西日本スクエアダンス講習会　
中国ブロック

日　時:平成23年 10月 1日（土）13時～ 2日（日）16時

場　所:友愛の岡　中央教育センター
� 　岡山市北区建部町福渡1188
� 　〒709-3111　TEL：0867-22-2121

講習内容　コーラー（初心者）�原井　耕治
及び講師�メインストリーム
� 　　　　踊りこみ� 安元　正明

� プラス　踊りこみ� 荒木　義昭

� アドバンス踊りこみ�細川　　浩

� ラウンドダンス習得�佐藤英男･善子

第25回　西日本スクエアダンス講習会　
中国ブロック

日　時:平成23年 10月 1日（土）13時～ 2日（日）16時

場　所:友愛の岡　中央教育センター
� 　岡山市北区建部町福渡1188
� 　〒709-3111　TEL：0867-22-2121

講習内容　コーラー（初心者）�原井　耕治
及び講師�メインストリーム
� 　　　　踊りこみ� 安元　正明

� プラス　踊りこみ� 荒木　義昭

� アドバンス踊りこみ�細川　　浩

� ラウンドダンス習得�佐藤英男･善子

参加費:�全日程2日間　6,500円
� （2日間 宿泊別、夕･昼食付）
　宿泊先:オークラホテル高松（朝食付6,000円程度）

申込締切日：平成23年９月２２日（木）

申込問合先：多田伸司　℡･� 087-845-7390
　　　〒761-0122　高松市牟礼町大町1294-25
� 　　　　　　tadasnj@mx8.tiki.ne.jp

振込先：ゆうちょ銀行　016320-2811691
　　　　　　多田伸司

参加費:�全日程2日間　6,500円
� （2日間 宿泊別、夕･昼食付）
　宿泊先:オークラホテル高松（朝食付6,000円程度）

申込締切日：平成23年９月２２日（木）

申込問合先：多田伸司　℡･� 087-845-7390
　　　〒761-0122　高松市牟礼町大町1294-25
� 　　　　　　tadasnj@mx8.tiki.ne.jp

振込先：ゆうちょ銀行　016320-2811691
　　　　　　多田伸司

第26回　西日本スクエアダンス講習会　
四国ブロック

日　時:平成23年 10月 15日（土）13時 30分～ 16日（日）15時 30分

場　所:高松市市民文化センター　〒760-0068　高松市松島町一丁目15番１号�　　

講習内容　1コース:メインストリーム
及び講師�　　　� 上田　彰
・指導者�2コース:プラス�村澤　博
� 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
� 　　　　　　　　※伊藤達彦
� ※人材育成委員会・出前支援講座
� 　（平成23年度推薦講座）

第26回　西日本スクエアダンス講習会　
四国ブロック

日　時:平成23年 10月 15日（土）13時 30分～ 16日（日）15時 30分

場　所:高松市市民文化センター　〒760-0068　高松市松島町一丁目15番１号�　　

講習内容　1コース:メインストリーム
及び講師�　　　� 上田　彰
・指導者�2コース:プラス�村澤　博
� 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
� 　　　　　　　　※伊藤達彦
� ※人材育成委員会・出前支援講座
� 　（平成23年度推薦講座）

申込締切日：平成23年９月１日（木）

申込先：山本隆従　℡ 0985-21-1291

　　　〒880-0046 宮崎市平和が丘北町19-16

振込先：ゆうちょ銀行　17380-17681591

　　　　ヤマモト　タカツグ

申込締切日：平成23年９月１日（木）

申込先：山本隆従　℡ 0985-21-1291

　　　〒880-0046 宮崎市平和が丘北町19-16

振込先：ゆうちょ銀行　17380-17681591

　　　　ヤマモト　タカツグ

第25回　西日本スクエアダンス講習会　
九州ブロック

日　時:平成23年 9月 24日（土）13時～ 25日（日）15時 30分

場　所:ホテル中山荘　宮崎県都城市松元町3街区20号　〒885-0077  TEL:0986-23-3666

講習内容　コーラーコース　　中守孝太郎
及び講師�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）

第25回　西日本スクエアダンス講習会　
九州ブロック

日　時:平成23年 9月 24日（土）13時～ 25日（日）15時 30分

場　所:ホテル中山荘　宮崎県都城市松元町3街区20号　〒885-0077  TEL:0986-23-3666

講習内容　コーラーコース　　中守孝太郎
及び講師�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）

族はダンスを続けていきたいと思います。韓国はもちろん、たくさんの人にスクエアダンスの

輪が広まることをこれからも父は願ってやまないと思います。

久留米スクエアダンスサークル　安達　真依　

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
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