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定例幹事総会(済) 
  2016/4/10 
  仙台市黒松市民センター 

第32回東北ＲＤ講習会（済） 
  2016/5/28-29 
   花巻市 1日目：まなび学園、 

        2日目なはんプラザ 

  講師 

   佐々木健自・実香ご夫妻 

   （仙台泉ＳＤＣウィングス） 

第61回東北ＳＤ講習会 
  2016/7/23-24 
  仙台市旭ヶ丘市民センター 

  講師 

   Ａ１（コーラーコース）：中川 学氏 

     (仙台グリーンリーヴズＳＤＣ ) 

   Ａ２（コーラーコース）：伊藤達彦氏 

     （カントリースクエアーズ） 

   Ｂ（ダンス（ＡＤ）コース） ：水間いく子氏 

     （仙台スウィートレディースＳＤＣ） 

表1 2016年度通常事業計画 

第42回東北ＳＤジャンボリー 
  2016/11/12-13 
  秋田市秋田県青少年交流センター 

  「ユースパル」 

  ゲストコーラー 

   鈴木孝子氏（ドリームファンタジア） 

2016年度東北スタッフ研修会 

  期日:未定 

  会場：未定 

県支部代表幹事会 
  2016/11/27 
  会場：未定 

第56回全日本ＳＤコンベンションin仙台 

  企画委員会、実行委員会等開催 

  随時 

科科  目目  
2016年年度度

予予算算額額  

2015年年度度

決決算算額額  
備備  考考  

(予予算算額額にに対対すするる記記載載)  

収入 
 活動費・補助金等収入 
 事業収入 
  普及促進事業収入 
  資質向上事業収入 
  交流事業収入 

1,720 
490 

1,230 
30 

600 
600 

1,802 
491 

1,311 
30 

595 
685 

 
759名 
 
本部補助金 
各種講習会・研修会等 
ジャンボリー120名 

支出 
 事業費 
  普及促進事業費 
  資質向上事業費 
  交流事業費 
 管理費 
  会議費   
  旅費交通費 
  通信運搬費 
  役員活動費 
  消耗什器備品費 
  印刷製本費 
  雑支出 

1,900 
1,359 

139 
620 
600 
541 
30 

360 
30 
40 
50 
20 
11 

2,003 
1,518 

102 
801 
615 
485 
19 

380 
28 
40 
10 
2 
7 

 
 
支部ニュース発行等 
各種講習会・研修会 
ジャンボリー 
 
総務会議会場費等 
幹事総会、総務役員会 
切手、ハガキ代 
支部長、副支部長、財務 
事務用品等 
印刷、コピー代 
その他 

当期収支差額 
前期繰越収支差額 
次期繰越収支差額 

△180 
1,241 
1,061 

△201 
1,442 
1,241 

 

表2 2016年度予算書   単位：千円（千円未満四捨五入） 

定例幹事総会 

 幹事総会は統括支部の最高決議機関で毎

年春に定例会が開催されます。会議はクラブ

（正会員）から選出された幹事によって構成さ

れ、事業報告・計画、決算・予算、監査報告

及びその他の事項について審議決定するほ

か役員・監事等の選出を行います。 

4月10日、2016年東北統括支

部定例幹事総会が仙台市黒松市

民センターで開催され、前年度事

業・決算、今年度事業計画・予算

等が了承決定されたほか、役員

改選が行われました。 

幹事41名中出席者35名、委任

状提出者6名で、議事は議長に

佐々木健自氏（仙台泉SDCウィング

ズ）を選出して進められました。 

今年度事業計画の特徴は、来

年８月の第56回全日本スクエアダ

ンスコンベンションin仙台（期日、

会場等は次ページに掲載してい

ます。）に対応するため、企画委

員会・実行委員会を立ち上げ準

備を進めることです。実行委員会

は５月１５日に第１回委員会が開

催され実行委員を選任していま

す。 

役員改選は2年の任期満了に

伴うもので、支部長、副支部長は

選挙により、県支部代表幹事は県

支部選出幹事の承認により、財

務、総務は幹事の互選によりそれ

ぞれ選出されました。 

東北統括支部の2016年度事業

計画は表1、2016年度予算書は

表2、2016年度期役員・監事は表

3（次ページ）のとおりです。 
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役役  職職  氏氏  名名  所所属属ククララブブ  

支部長（Ｓ協理事） 水間 清蔵 ＳＤＣスウィートメモリーズ 

副支部長 佐々木 傳 盛岡キャラメイツＳＤＣ 

県支部代表幹事・青森 石館 愛子 青森ゆララＳＤＣ 

   〃      ・秋田 小田内 マサ子 秋田コールツフートスクエアーズ 

   〃      ・岩手 佐々木 傳 盛岡キャラメイツＳＤＣ 

   〃      ・岩手 高橋 雅子 イーハトーヴＳＤＣ 

   〃      ・宮城 佐々木 健自 仙台泉ＳＤＣウィングス 

   〃      ・宮城 中川 学 仙台グリーンリーヴズＳＤＣ 

   〃      ・宮城 水間 いく子 仙台スウィートレディースＳＤＣ 

   〃      ・宮城 水間 清蔵 ＳＤＣスウィートメモリーズ 

   〃      ・山形 渡邊 智和 山形スクエアダンス愛好会 

   〃      ・福島 岩野 龍彦 福島ＳＤＣ 

財務 大泉 信子 大河原チェリービーンズＳＤＣ 

 〃 中川 学 仙台グリーンリーヴズＳＤＣ 

総務 青山 正樹 杜の都ＳＤＣ 

 〃 佐々木 健自 仙台泉ＳＤＣウィングス 

 〃 高橋 満男 仙台ＳＤＣ 

 〃 水間 いく子 仙台スウィートレディースＳＤＣ 

監事 伊豆田 哲哉 シルバー・スター・ＳＤＣ 

 〃 佐藤 葉子 仙台スクエアダンス愛好会 

表3 2016年度期役員・監事 

水間清蔵氏Ｓ協理事へ 

 2016年6月26日開催の一般社団

法人日本スクエアダンス協会（Ｓ協）

社員総会において水間清蔵氏はＳ

協理事に選任されました。 

 Ｓ協理事を兼任する東北統括支

部長は支部幹事総会で選出されま

すが、Ｓ協としては上記の手続きを

経て正式に決定されます。 

来年の全日本ＳＤコンベンションは仙台国際ホテルが会場 

2017年8月18日（金）～20日（日）の3日間      

 Ｓ協主催全日本スクエアダンス

（ＳＤ）コンベンションは、各地域の

統括支部が主管となり毎年持ち回

りで開催されています。来年の第

56回全日本ＳＤコンベンションは

東北統括支部が担当主管となり、

2017年8月18日（金）～20日（日）

の３日間、仙台国際ホテルを会場

に開催します。 

 東北統括支部が主管となって開

催した前回の全日本ＳＤコンベン

ションは2010年で、会場は今回と

同じ仙台国際ホテルでした。7年

ぶりの東北での開催になります。 

 全国のお客様を心を込めてお迎

えしたいと思います。支部会員皆

様のご支援・ご協力をお願いいた

します。 

2017仙台コンベンション実行委員会発足 

 第５６回全日本ＳＤコンベンションin仙台（2017仙台コンベンション）第１回

実行委員会が5月15日仙台黒松市民センターで開催され、26名の委員を

選任、役割分担などを決定しました。 

・大会実行委員長   水間 清蔵(東北統括支部支部長) 

・大会実行副委員長 佐々木 傳（東北統括支部副支部長） 

・運営部長       水間 清蔵（東北統括支部支部長） 

 ①総務、②財務、③渉外・接待。④生活、⑤広報・記録、⑥救護の各班設置 

・行事部長       佐々木 健自（東北統括支部総務） 

 ①プログラム、②機材、③会場、④企画（イベント）の各班設置 

会場の仙台市青葉区仙台国際ホテル 

 広瀬川 

  心ときめく めぐり逢い  

  絆を結ぶ コンベンション 

 これは東北統括支部ニュース前号で

募 集し た「2017 仙台 コンベ ン シ ョ ン

キャッチコピー」の入選作品です。（ＳＤ

Ｃスウィートメモリーズ水間清蔵氏作） 

 今後ポスターなどいろいろな場面で

使用していきます。 
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 ６月２６日（日）、県SD連絡協

議会主催（FD県支部共催）で伊

藤達彦氏を講師にSD研修会を

開催しました。「MSの踊り込み」

をテーマに例年開催されている

ものですが、今回は、盛岡市ア

イーナが会場、岩手のほかに青

森、秋田、宮城からの参加もあり

６８名でのダンスが進行しました。

伊藤講師の得意とする「なめんな

よ …」、テーマを絞ってBASICや

MSの動作をチェックしながら、２

カ ッ プ ル、ヘ キ サ ゴ ン、カ ン ト

リー、ラウンド、PLUSなど内容が

豊富で結構

ハードなが

ら講師の楽

し い コール

で充実した

ダ ン ス を 楽

しみました。 

近場で大

人数が集まってSDを踊り、交流

を深め、楽しさを実感できるこの

研修会はまた来年も企画されま

す。もっと多くの会員の参加でさ

らに有意義な機会となることが期

待されます。 

スクエアダンスは楽しい‼～岩手県ＳＤ研修会 

盛岡SDC 澤藤 敏夫 

 

今年度、東北統括支部より推薦され、一般社団

法人日本スクエアダンス協会（Ｓ協）理事の大役を

お受けすることになりましたＳＤＣスウィートメモリー

ズの水間清蔵です。 

Ｓ協の組織変更に伴い、２０１４年から東北統括

支部選出の理事は２名から１名に削減されました。

この2年間、前理事兼東北統括支部長の青山正樹

氏におかれましては、厳しい体調の中で、理事及

東北統括支部長の重責を全うされました。ここにあ

らためて感謝申し上げます。 

 昨年は、私にとって何かと節目の年でもありまし

た。スクエアダンスを始めて３０年、クラブを創設し

て２０年と・・・。よくここまで継続ができたなと！いつ

も感じるところです。これもスクエアダンスの楽しさ

を教えていただいた多くのスクエアダンス愛好者

諸先輩の方々のご指導の賜物と心より感謝申し上

げます。この初心を忘れず

原点に返り、支部会員の皆

様のご協力とご支援をいた

だき微力ながら楽しいスク

エアダンスをより多くの方々

へ広め、東北のスクエアダ

ンスの普及発展に取り組ん

で参りたいと思います。 

 来年度は、第５６全日本スクエアダンスコンベン

ションin 仙台が２０１７年８月１８日～２０日仙台国

際ホテルにて開催されます。 

 キャッチフレーズは「広瀬川 心ときめく めぐり

逢い 絆を結ぶ コンベンション」と決まりました。開

催にあたり、全国の多くの出会いがありますように、

支部会員の方々のますますのご支援、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

Ｓ協理事・東北統括支部長の就任にあたり 

一般社団法人日本スクエアダンス協会 

理事・東北統括支部長 水間清蔵 

コンべンションチラシを作成 

 2017仙台コンベンション実行委員会は、

下図のプロモーション用チラシを作成しま

した。今後各方面に配布していきます。 
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 去る５月２８日（土）～２９日（日）の

２日間に渡り、第３７回東北ラウンド

ダンス講習会を花巻市に於いて開

催いたしました。 

  講師には仙台泉ＳＤＣウイングス代

表の佐々木健自・実香ご夫妻をお

迎えし、初日はキュアーコースで会

場「まなび学園」、２日目は「なはん

プラザ」に会場を移してのダンサー

コース。参加者は講師・役員スタッフ

含め３６名でした。（うち青森２名・宮

城１名） 

  岩手の各クラブでは、例会でＲＤ

の取り入れが少なく岩手開催が危

ぶまれましたが、初心者対応でとの

後押し開催で、やはり予想どおりに

少ない参加者となりました。特にキュ

アーコースは２名とスタッフだけの淋

しい開講式・閉講式でしたが予定時

間どおりに指導を頂きました。キュー

シートの構成ではフットワーク、リズ

ム、シークエンス、タイミング、スピー

ド、フェイズなどや記載用語などの

説明。また、キューカードの作成で

は、キュアーがダンスをより理解する

ためのヘッドキューの作成方法。

キューイングでは、ダンスをスムーズ

に踊らせるためにはタイミングが最も

重要。その後滑舌と発声練習。曲に

合わせてキューイングし、ダンサー

に踊って頂いた。 

遅すぎる、早すぎるなど講師の熱意

で個人レッスン。最良のタイミングの

キューまで濃厚なご指導を頂いた。 

 ２日目はダンサーコース。朝の準

備運動は岩手弁のラジオ体操。開

講式の後、ラウンドダンスについて

資料に基づき説明頂き、ダンスの方

向、各ポジションやフィギュアそして

姿勢について講義。その後、いよい

よダンスの指導となりました。今回の

講習会は初心者対応にしたことから

初めてラウンドダンスを踊る方々が

多く、ステップが出来ない、体重移

動が出来ない等から、講師が考慮し

初心者用のやさしいカントリーダンス

でワルツステップやトウーステップの

練習。そして

午前中はワ

ル ツ 二 曲、

午後はトウー

ステップの曲

を 二 曲 を 指

導頂いた。こ

れまでスクエアダンスしか踊った事

の無い受講者もいて、当初二曲程

度と考えておりましたが、講師の指

導よろしく四曲の講習となりました。 

  また、キュアーコース受講者による

キューイングで踊ったり、講師夫妻

のデモダンスなど講習会は予定時

間どおりに進行出来ました。 

  今回のラウンドダンス講習会を省

みて、キューイングではタイミングの

重要性とキュアーの養成。そしてラ

ウンドダンサーを養成し、各クラブ例

会でラウンドダンスも採り入れ、趣向

を凝らしたクラブ運営を願わずには

居られません。これを機会にラウンド

ダンスを見直しましょう。 

  最後に、初めてラウンドダンスを経

験した受講者を丁寧にご指導頂き

御礼申し上げます。  また、役員ス

タッフには男性役や初心者のパート

ナー役を努めて頂き感謝します。 

第37回東北ラウンドダンス講習会開催 
5月28日～29日 花巻まなび学園・なはんプラザにて   

第第3377回回東東北北ララウウンンドドダダンンスス講講習習会会をを省省みみてて 

                            盛岡キャラメイツＳＤＣ 佐々木 傳 

開講式で挨拶される佐々木健自講師 講師の佐々木ご夫妻によるデモと見守る聴講生 

ダンサーコースでは、佐々木

ご夫妻がステップの基本を壇

上で分かりやすく解説 

修了式 
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スクエアダンス（以下SD）を楽しん

でいる貴方は、ラウンドダンス（以下

RD）を楽しんでいますか？踊ってい

ますか？ スクエアダンス愛好者は

ぜひとも、ラウンドダンスも楽しみま

しょうよ。戦後、日本にアメリカからSD

が紹介されたころ、RDも一緒に紹介

され、SDの1チップが終了すると、RD

が1～2曲踊られていました。その時

間はコーラーの交代、休憩タイムとし

て、RDタイムが有りました。ダンサー

も休んだり、おしゃべりしたり、RDを

楽しんだりと、余裕の時間を楽しん

でおりました。スクエアダンス愛好者

はRDも楽しみましょうと、日本スクエ

アダンス協会機関紙にも定期的に

RDの推奨曲が紹介されています（S

協ホームページにも掲載されていま

す）。 

しかしながら、東北統括支部内で

は、RD指導者（インストラクター）が

少なくなり、またSDもプラス、アドバン

ス、チャレンジと多様になってRDを

楽しむ余裕が無くなっているのが現

状でしょうか。 

 さる5月28日29日に岩手県花巻市

で第37回東北ラウンドダンス講習会

が開催されました。実施内容は東北

統括支部副支部長の佐々木傳さん

から報告があると思います。従来、こ

の東北RD講習会はほとんど関東方

面の指導者に講師を依頼していまし

た。今回は、諸事情により初めて私

達が講師を務めました。 

初日のキュアーコースは受講者を

対象に午後と夕方の計5時間ほどで

キューイングの入門編を実習しても

らいました。まずは、RDのキュー

シート（振付け、英語の略号で記載

されている）の構造・解読を学習して

もらい、さらに、自分がキューイング

する時のカードの作成実習を行い、

簡単なワルツとツーステップ曲の練

習を行いました。キューイングの難し

さは、ダンサーがスムーズに踊れる

ように、フィギュア（ダンスのステップ）

を曲に遅れないように伝えるタイミン

グがとても大切です。キューイングを

上手になるコツは曲を聞きながら何

度も何度も反復練習しかありませ

ん。（コールも同じですよね） 

 受講者の方々には熱心に勉強し

て頂き、たいそうお疲れになったこと

と思います。 

キュアー（キューをする人）のだいご

味はダンサーが自分のキューイング

ですてきなRDを楽しく踊ってくれるこ

とに尽きます。ぜひ自分のクラブで

RDのキューイング時間を確保して下

さい。近年SDクラブ内でRDを踊る機

会がまったくなく、パーティでRDがか

かって踊りたくても踊れないスクエア

ダンサーが多くおります。RDを踊り

たいけれど、教えてくれる指導者が

いないのが現状です。RDに興味の

ある方は、ぜひキュアー、インストラク

ターに挑戦しませんか。 

2日目はダンサーコースで、午

前、午後の５時間あまりでワルツ2

曲、ツーステップ1曲を講習いたしま

した。ベテランの方も受講されており

ましたが、RDはまったくの初めて方

も多くおられました。RDの導入として

は、まずはリズムに乗ってステップを

踏む動作がどうしても必要になりま

す。また、SDと異なり、二人でカップ

ルを組んで踊るためには、右左の足

の動きが決まっていて、キューを聞き

ながら指示に従ってステップを踏む

ことを練習しなければなりません。そ

こで、まずはリズムに慣れましょうとい

う趣旨で、一人で踊る簡単なワルツ

のカントリーダンス（以下CD）を導入

しました。CDをキューにしたがって

動けるようになったら、カップルを組

んでのCDです。その後、簡単なRD

ワルツに挑戦してもらいました。午前

中でワルツ2曲を皆さん踊れるように

なったと思います。 

午後からはツーステップ（以下

TS）のRDです。これも最初は一人で

踊るTS練習用のCDを紹介して、

キューイングに慣れて頂き、スムーズ

に踊れるようになりました。一人で踊

るCDはたとえステップを間違えても

誰にも迷惑はかかりません。 

次に、カップルを組んでTSのRD

の講習を行いました。やはりRDが初

めての方はたいそう苦労されていま

した。皆さん、何とかRDを踊ろうと一

生懸命に踊っておられました。特に

ステップをしながら、右回りや左回り

をする動作には大変な思いをされた

と思います。 

英語（記号）のキューを聞いてか

ら指示された足を決まった方向にス

テップを曲に合わせてスムーズに行

うことは、何度も何度も繰り返し練習

して、慣れるのが最も一番の早道と

思います。 

 今回の花巻市での講習会はキュ

アーコース、ダンサーコースとも会場

が適切で、気持ち良く講習する事が

出来ました。また音源機材として試

験的にiPodとBluetoothを活用して、

トラック分割、リモコン操作が実証で

き、スムーズに講習することができま

した。 

 お世話になった佐々木傳さん、高

橋雅子さんおよびスタッフの方々に

感謝申し上げます。 

ラウンドダンスを楽しんでいますか？ 

仙台SDCウィングス 佐々木健自・実香 
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 私が初め

てラウンドダ

ンスを見た

のは、昨年

花巻南温泉

郷で開催さ

れた東北ス

クエアダン

スジャンボリーでした。皆さんの踊り

を見ていて私も踊ってみたいと思

い、知り合いの方を通してクラブに通

うようになりましたが、なかなか覚える

のは大変で未だに一曲もマスターで

きていませんでした。 

 今回、花巻市・なはんプラザにお

いて、基礎ステップからの講習会が

あるということで参加しました。講師

は佐々木健自・実香ご夫妻でした。

開講式が終わり、そして岩手弁のラ

ジオ体操をしてこれで少し緊張がほ

ぐれました。 

 佐々木ご夫妻にこれから講習して

いく曲を踊ってみせてもらい、一つ

一つのステップの講習が始まりまし

た。丁寧に説明してくださっているの

にウロウロしていると隣で

踊っていた方がパート

ナーを交換してくださり

なんとか踊れるようになり

ました。あのとき、見兼ね

て交換してくれたお二人

に感謝です。 

 今回はワルツとツース

テップの講習でしたが、

曲もスローで気持ちよく、初めての方

でも踊れるようになったのではないで

しょうか。参加された皆さんお疲れ様

でした。 

 佐々木さんご夫妻の軽やかなダン

スに魅了され、午前、午後の講習は

終了しました。今日学んだことをしっ

かり身につけて流れるようなダンスを

踊ってみたいと思います。 

 講師のご夫妻、そして役員の方々

ありがとうございました。 

 第37回東北ラウンドダンス講習会を受講して 

スマイリーCOWSDC 遠藤清子 

東北統括支部のRD講習会キュ

アーコースが5月28日(土)花巻市の

「まなび学園」であり、受講してきまし

た。 

講師は佐々木健自・実香夫妻。私

が個人主催している「RDシュガー

ヴァイン」で、スクエアダンサーズラウ

ンドの指導もお願いしています。 

本当はダンサーコースにもペアで

参加したかったのですが、ダンスの

相方が仕事のため出られず、どうせ

ソロ参加ならキュアーにも挑戦して

みようか、と思った次第です。卒論が

宮澤賢治 だったので、懐かしい気

持ちで花巻に向かいました。 

講習曲は、ワルツが「Tips of My 

Fingers」「Rinaldo」。ツーステップが

「Tico Tico Two Step」「Come Dance 

With Me」。 

まずキューシートの読み方、そし

て自分がキューをするためのキュー

カードの作成の仕方の実践です。 

キューシートは、<音

楽と動き>が連動して

います。佐々木講師の

キューカードもそのよ 

うになっていました。

ただ、キューは、その

動きの約1小節前に発

声しないとダンサーが

音楽に合わせてスムー

ズに動くこ

とができま

せ ん。SD と

はまた違う

タイミング

の取り方に

四苦八苦。 

翌日のダン

サーコースで「Rinaldo」のキューをさ

せていただきましたが、練習ではうま

くいったのに、だんだん遅れていき、

一度やり直すことになりました。二度

目も遅れ気味で、何とか辻褄を合わ

せて終わらせた、という感じです。 

その後「RDシュガーヴァイン」の例

会でもキューの機会をいただき、だ

んだんタイミングが合うようになってき

ました。せっかくだからと、10月の

シュガーファミリーのアニバーサリー

で、キュアーデビューすることになっ

てしまいました(大汗)。どうぞよろしく

お願いします。 

 ラウンドダンス講習会キュアーコースを受講して 

シュガーメイトスクエアーズ 佐藤方子      

キュアーコース講習会場の様子 

ダンサーコース講習会場の様子 
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  新クラブ紹介 

 「我が町亘

理町」は宮城

県の湘南地

方とよばれる

温暖な地域

にあります。こ

の亘理町でス

クエアダンス

が知られるようになったのは1991年

でした。この年に亘理町で行われた

フォークダンス教室で、姉妹都市で

ある北海道伊達市との「ふるさと姉

妹都市事業」が行われ、プログラム

にスクエアダンスがあり紹介されまし

た。参加して8人で踊り、最後にゲッ

トアウトしたときは信じられないほど

の楽しさに包まれました。 

 それが切っ掛けとなり、その後会

員を募集し、グループでスクエアダ

ンスを楽しみ始めました。しかし当

初は、初心者ばかりで、聞きなれな

い言葉に戸惑い、テキストを見ても

読めない単語にいらいら、レフト・ラ

イトを何度もまちがいパニックに陥る

など笑われない失敗の連続でした。 

 男女の見分けにはタスキではなく

手首にハンカチを巻いて分かりや

すくし、例会で使用する曲は耳慣れ

するよう全員で“聞き込み”をしまし

た。人数が足りないときは、ダンボー

ルで作った等身大の人形にキャス

ターをつけてパートナーにする（こ

れには何度も大笑いしました。）など

して、徐々に踊りをマスターしていき

ました。 

 パーティにも出かけるようになり、

コスチュームにあこがれる楽しい

日々でした。 

 「東日本大震災」のときは練習場

所を確保することができなく、解散

かと思ったこともありましたが会員の

頑張りでこれを乗り越えました。今は

会員数も増え、「いつも笑顔が絶え

ない例会を」をモットーに、雨、風、

雪の日には時には休むなどして、無

理せず末永く踊り楽しみたいと思っ

ています。 

 これまで多くの先生（コーラー）、

先輩の方々にお世話になりました。

あれから約20年、成人の歳を迎え

新人クラブとしてS協に加入いたしま

した。 

 今後もご指導、ご協力をいただき

ますよう、会員一同よろしくお願いい

たします。 

 最後に一言、 

“亘理に遊びに来てけさいん！” 

 我が町にもスクエアダンスが！ 

亘理ストローベリーZ 鈴木 けい子                  
ズ 

 昨年４月、会場主催者である

生協共立社桜田ステーションの

ご理解とご協力をいただき、９

名の会員とともに「山形ＳＤさ

くら」としてＳ協に加盟するこ

とができました。山形県では２

番目のＳ協加盟サークルです。

以来、あっという間に１年が過

ぎてしまいました。 

 昨年はさっそくＳ協加盟サー

クルであることを生かして、

パーティで踊るのは初めてとい

う会員3名とともに東北ＳＤジャ

ンボリー等に参加、踊り楽しん

でまいりました。 

 例会は、今まで通り他のサー

クルからの応援により、楽しく

踊って来れましたが、今は会

員＋２名で細々と頑張っている

状況です。 

 メインストリーム、プラスを

中心にＤＢＤ、Ｔボーンなども

少しずつ入れて、楽しく、笑顔

で踊っています。  

 当サークルは、男性役が多

く、男性が女性役となって１

セットですが、「笑顔で、楽し

く」をモットーに例会を頑張っ

ております。 

 例会のコールだけでなく、他

サークルのコーラーさんのコー

ルを聞くの

も勉強にな

り ま す の

で、パ ー

ティには足

を運び、沢

山の仲間と

楽しく踊っ

て行きたいと思っています。 

 ようやくスタートできたサー

クル「山形ＳＤさくら」を、今

後ともよろしくお願いします。 

 

 S協に加盟して１年 

山形SDさくら会長 札木 竹志                     

昨年から二つのクラブが新たにＳ協に加盟、仲間が増え、

輪が広がっています。 
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▼来年のＳ協全日本スクエアダン

スコンベンション（全国大会）は７

年ぶりに仙台で開催されます。全国大会は、北海道か

ら九州まで６つある統括支部が持ち回りで主管となり開

催しています。統括支部の中で圧倒的に多数の会員数

を擁する関東甲信越統括支部は５年に１度の開催と

なっているため、他の地方に回ってくる機会は統括支部

の数よりも長い7年に一度の開催となっています。▼開

催にあたっては、周到な準備ときめ細かな大会運営が

求められます。準備・運営のノウハウをお持ちの委員の

もと、このほど大会実行委員会が立ち上げられ、遠来か

らのお客様そして支部会員の皆さまに楽しんでいただ

けることを第一義に、役割・担当ごとの準備が開始され

ました。▼東北の会員が他の地域のパーティに参加す

る機会は少ないのではないかと思います。全国大会

は、全国の著名コーラーのコールでレベルごとに十分

に踊ることのできるまたとない機会です。仙台在住以外

の方は交通宿泊費の面でやや多めに費用はかかりま

すが、これから少しずつ蓄え、来年2017年8月の仙台大

会には東北のクラブ会員が全員参加して楽しみません

か。▼今号から編集を担当する赤塚吉雄（ＳＤＣスウィート

メモリーズ）と申します。ご協力をお願いいたします。ご意

見等は次のメールアドレスへ。 

yoshioakatsuka@gmail.com 

編編  集集  人人  のの  窓窓  

東北統括支部・県支部事業、クラブパーティ情報東北統括支部・県支部事業、クラブパーティ情報  

今後おおよそ1年間に開催予定の東北統括支部事業（★）、県支部事業（☆）、クラブアニバーサリーパーティ情報

（○）を掲載します。計画が決まりましたら広報委員へご一報ください。（クラブパーティはアニバーサリーパーティに

限らせていただきます。） 

★第61回東北統括支部SD講習会 

 【開催日】 2016/7/23（土）～24（日） 【会場】 仙台市旭ヶ丘市民センター 

 【プログラム】 コーラーコース（A1及びA2）、 ダンサーコース（B:対象はアドバンス講習を修了した人）  

 【講師】 A1:中川学氏（仙台グリーンリーブズSDC）、A2：伊藤達彦氏（カントリースクエアーズ） 

       B：水間いく子氏（仙台スウィートレディースSDC） 

 【参加費等】 東北統括支部ウェブサイトをご覧ください。 
★第42回東北スクエアダンスジャンボリー 

 【開催日】 2016/11/12（土）～13（日） 【会場】 秋田県青少年交流センター『ユースパル』 

 【ゲスト】 鈴木孝子氏（ドリームファンタジア） 

 【参加費等】 東北統括支部ウェブサイトをご覧ください。 

☆岩手県スクエアダンスDoSaDoパーティー 
 【開催日】 2016/9/19（月・祝）10:00～15:30  【会場】 北上市・さくらホール 
 【参加費】 1,500円 【問合先】 遠藤清子 Tel: 0197-26-4260 
☆Ｓ協秋田県連合同クリスマスパーティ 

 【開催日】 2016/12/18（日） 【会場】 未定 

 【問合せ先】 小田内マサ子 Tel：018-862-8153 
○秋田コールツフートスクエアーズ41周年アニバーサリー 

 【開催日】 2016/9/11(日) 【会場】 秋田市民交流プラザ“アルヴェ”  

 【問合せ先】 小田内マサ子 Tel：018-862-8153 
○シュガーファミリー第４回アニバーサリー 

 【開催日】2016/10/8（土）前日祭、10/9（日） 

 【会場】 元気フィールド仙台（新田東総合運動場）多目的室 【プログラム】 MS(☆P,A）  

 【ゲスト】 川崎英雄氏（甲府クリスタルスクエアーズ）、米川緑次氏（タウンリーフスクエアアーズ） 

 【参加費】 A:8日、9日の両日参加=3,500円（9日昼食付き） B:9日のみ参加=3,000円（昼食付き） 

           C:8日のみ参加=1,000円       

 【問合せ先】 佐藤方（まさ）子 Tel: 080-3193-7690 
○レッドストンＳＤＣ１０周年アニバーサリー 
 【開催日】 2016/11/6（日）10：30～15：30 【会場】 紫波町・赤石公民館 

 【参加費】 2,000円 【問合せ先】 澤田順子 Tel: 019-672-1090 


