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　2019年が始まりました。4月
には年号も変わりますが、「平
成」から何に変わるのでしょ
う。「明るい」「輝く」の字が入
ると良いなと私は思っていま
す。スクエアダンスも8人で踊
ります。明るく、楽しく踊れた
ら、ダンサーは輝いて見えま
す。故山咲さんも常々コールを
しながら、壊れたセットに「ド
ンマイ・ドンマイ」と言ってく
れました。笑うかどには福来る
と言います、笑顔（スマイル）
で踊りましょう。
　最近、パーティーで見慣れな
いクラブバッジが多くなりまし
たので2019年度の広報誌にク
ラブバッジを紹介していきます
ので各クラブの幹事の方は定例
幹事総会において、クラブバッ
ジをお持ちください。（湯村）
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亥年（猪突猛進！）スクエアダンスの輪を広げましょう！
東北統括支部長　水間　清蔵

　新年あけましておめでとうございます。皆様にとって健康で穏やかな実り多い年でありますよう心か
らお祈り申し上げます。平成時代はもう少しで終わりを迎えます。新しい元号がスタートし、スクエア
ダンス界にとってどんな時代になるか、今から新鮮な想いで楽しみでもありますが、行動が無くして楽
しみも無いですね！。
　私達、東北統括支部の目指すスクエアダンス普及活動は、Ｓ協のスローガンに掲げているとおり「スクエアダンスは友の
輪・人の輪・ダンスの輪」を基本に取り組んでおります。今年の干支は亥で、猪の猪突猛進な性質から、勇気と冒険の象徴
であり、又、新たな生命が宿る年で、次の始まりに向けて、新たなエネルギーを蓄える年でもあると解説されています。こ
の楽しくて、素晴らしいスクエアダンスをいつまでも次世代に継承していくためにも、この新たな生命が宿るようにスクエ
アダンスを知らない方々に、支部各団体始め会員が一丸となって、体験会・初心者講習会等を推進に取り組んでいただきま
すようお願いいたします。また、30年度総会にて提案致しております第３次中期計画で支部の会員増目標値を年103％が達
成できますよう各団体の推進を切にお願い致します。

多くの出会いは、多くの刺激と多くの感動があります。
支部一丸となりスクエアダンスの大きな輪を広げていきましょう！

議事内容
１．2018年度事業経過報告
1第53回東北SD講習会福島県

岩野　龍彦氏より報告
2第39回東北RD講習会宮城県

中川　　学氏より報告
3第43回東北ジャンボリー山形県

渡邊　智和氏より報告

２．2018年度予算経過報告
財務担当　中川　学氏より報告

３．その他
1）第3次中期計画について水間支部長より説明
2）支部共催事業　
①東北SR指協第1回SD/RD研修会

SR指協会長　湯村　　豊氏より報告
②東北SR指協第2回SD/RD研修会

SR指協会長　湯村　　豊氏より説明

４．2019年度事業計画
1普及サポーター育成研修会
　水間支部長より説明

　2019年4月21日盛岡市で開催

2第54回東北SD講習会
　岩手県担当佐々木　傳氏より説明

2019年6月15 ～ 16日盛岡市で開催
3第40回東北RD講習会
　宮城北担当湯村　豊氏より説明

2019年9月21日仙台市で開催
4第44回東北SDジャンボリー
　宮城南担当中川　学氏より説明

2019年11月9 ～ 10日仙台市で開催
５．2019年予算案中川財務担当から報告

６．その他
1ローテーション＆担当ブロック分け

水間支部長説明
（参考）全日本SDコンベンション
2019年広島、2020年北海道、2021年関東

2体験会および初心者講習会の報告
水間支部長から説明

3支部共催事業
①東北SR指協第1回SD/RD研修会
　SR指協会長湯村　豊氏報告

9月初旬　仙台市で開催
②東北SR指協第2回SD/RD研修会
　SR指協会長湯村　豊氏説明

3月中旬　秋田市で開催

平成30年度県代表幹事会が開催されました
平成30年11月25日　13時より黒松市民センターにおいて水間支部長はじめ計11名で開催されました。

編集者のつぶやき2019年

スクエアダンスパーティー情報
弘前スクエアダンスクラブさくら
第11回アニバーサリー

開催日：2019年4月28日（日）
会　場：弘前市宮川交流センター
ゲスト：大川　康太郎氏

第22回スウィート
ファミリーアニバーサリー

開催日：2019年6月2日（日）
会　場：仙台銀行ホール
　　　　イズミティ 21
前日祭：6月1日（土）会場未定
ゲスト：大川康太郎氏・
　　　　篠ヶ谷紀子氏

山形SD愛好会
創立20周年感謝祭

開催日：2019年6月22日（土）
会　場：山形テルサ
ゲスト：鈴木　孝子氏・
　　　　島田　秀幸氏

支部共催事業
東北スクエアダンス・ラウンドダンス指導者連絡協議会
平成30年度第2回SD/RD研修会のご案内

開催日時：平成31年3月17日（日） 10時00分～ 15時00分
開催場所：仙台市黒松市民センター　仙台市地下鉄　黒松駅下車1分
研修内容：スクエアダンスに関するパソコンの研修（初心者歓迎）
参加会費：東北SR指協会員　500円、会員以外の方　1,000円
その他　：ご自分のパソコンをお持ちください。

東北SR指協主催第1回SD・RD研修会に参加して
　　　　弘前スクエアダンスクラブさくら　松井志津彦

　9月30日　青森市ねぶたの家ワ・ラッセで研修会は開催されました。
　この度は、東北各地区クラブのコーラーさんが、流れるような動きを工夫され、意外性のあるゲットアウトコール、たいへんご苦
労様でした。特に新人コーラーさんが上擦った声、ふるえる手でのシンギングコールのCD操作等々、たいへん初 し々く素晴らし
いチャレンジに感動しました。又、ベテランコーラーさんは合間のトークも巧みで、津軽と南部の方言のうんちく、湯村SR指協会
長が幼少のころ弘前の小学校・中学校出身で自分も同じ学校出身で親近感を覚えました。本当に楽しい時間有難うございました。
　さて、私とSDの出会いですが、仕事を65歳で定年リタイヤして始めたテニス仲間から「このテニス体育館のすぐそばの教室でSDをやっている、
新人募集もしているので観るだけでも」と誘われ、テニスウェアーのまま出会ったのが最初です。会場では２つのサークルのダンサーたちが生き生きと愉
しそうに、指導者（コーラー）と音楽に合わせ、ビリヤードの球のように幾何学的に動いている様に思わず魅了されました。根っから数学系の自分で
す、即体験入会をお願いし、当時、足が腰が首の軟骨がと、リハビリ兼トレーニングを物色していた姉も誘い五年前5名で入会しました。谷内会長
はじめ「さくら」の皆さまに暖かく親身に指導して頂き無事BCの卒業証書をゲットして現在はMS・Pを愉しく踊らさせて頂いています．
　ひょうんな事から、横浜の戸塚ベルベットSDクラブを訪ねまして、地村会長初め会員の皆さまに接して頂き、1,000人以上も参加する「平塚B&Sア
ニハ」を紹介、案内して頂き、有名コーラーさんの当会のパーティに参加出来、見ず知らずのたくさんの人達と知り合い踊れました事は、本当に有意
義で素晴らしい思いをしました。この場を借りまして御礼申しあげます。有難うございました。今後は「我が弘前SDクラブさくら第11回アニバ」（ゲスト
大川康太郎氏）で各地の皆さんにお会いするのを楽しみにMS・Pの練習を
より一層励み、精進してSDをエンジョイ出来ればと思っています、ご指導よろ
しくお願いいたします。
　最後に、こんなに愉しい健康的なSDをもっともっとたくさんの人達に踊って
貰えるよう提案です。大人の方は当然ですが子供達に広めるのはどうでしょう
か。適度な運動、英語への親しみ、ソーシャルマナーの育みと幼児教育に
は最適では、小学四年生ぐらいから体育の授業、その他クラブ活動で取り上
げて頂いたら最高ですね。良い知恵がございましたら、よろしくお願いします。

東北SR指協第1回研修会に参加して
青森ゆララスクエアダンスクラブ　三浦　貴子

　30年以上青森に住んでいても、スクエアダンスなるものに遭遇することなく過ごし、
去年より首をつっこみ、いろいろびっくり！何か行事があってもギャラリーとか観客もなく
仲間内だけで盛り上がるのです。可愛いコスチューム、懐しうようなアメリカンカント
リーソングと言うのかな。こんな素敵なことを広く知らせねば！　もったいない。何とか
せねば！　何とかせねば！
　古い映画で申し訳ないが「ジェームス　ディーンとエリザベスティラー」が出演していた「ジャイアンツ」と
言う映画で数秒踊るシーンがある、今まで気にも留めないでいたが、あれはスクエアダンスだ！！大発見をし
た気持ちだった。ますますこの映画が好きになった。
　日常生活で新しい事を覚えると言うことは、ほとんどない私にとってスクエアダンスは本当に脳トレです。
でもいくら頭に染み込ませても直ぐ出て行ってしまうのが情けないところ。住所不定や迷子はいつものこと、
でも今日のように、いろいろな方のコールを聞いて踊ったりすることは、とても楽しい。
　こわい顔をしている、引きつっている顔をしていると言われる私。コーラーさんの声を頭の隅で軽く受け
取り目線を上げ、スカートをひるがえし、流れくる曲に身をゆだね、微笑を浮かべ、軽やかに踊りたいもの
だ…いつかなれるよね　自分でそう思っている……

霧払いの柴田さん 一生懸命コールしています

楽しく踊るダンサー

まだまだ元気　蛯名さん
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初めてのジャンボリーに参加して
大河原チェリービーンズSDクラブ　小野　良子

　ヒルズサンピア山形で行われた東北スクエアダンスジャンボリーに初めて参加させていただき、とても楽しく充実した二日間を過ご
しました。各県からの参加人数の多さにびっくり、そして羽の生えているように軽やかな素晴らしい身のこなしにうっとり！
　今まで、いろいろなクラブのパーティに参加してきましたが、先輩方に手を差しのべてもらい、リードされセットに入れて貰ってい
ましたが、今回はやっと一人立ち（？）
　いろいろな方とパートナーを組み、時のたつのも忘れ、休むことなく夢中で踊りました。運動音痴、リズム感のない私がスクエアダンスというものを始め
るとは誰も予測しなかったでしょう。私もびっくりです！約三年前、犬の散歩をしていた私に声を掛けてくださり、何も解らず体験会に参加しました。
　エー英語でコール、ムリムリ、尻込みしていた私が、これまで続けられたのは、諸先輩の優しい指導とあの輪の中に入って踊りたいなーと思わせた
スクエアダンスの魅力でしょうか。しかし、「亀」の歩みよろしく中々上手にならない私でしたが、今回のジャンボリーに参加し、ダンスの回数を重ねる度
「あら！私いけるかも」輪をこわさずに踊りきった時の喜び、爽快感「バンザイ」
スクエアダンスの魅力の一端が判ったような気がします。声をかけ誘ってダンス
の輪の中に入れて下さったパートナーの皆さま有難うございました。とても有意
義なジャンボリーでした。楽しく踊れるようお世話いただいた役員の皆さま有難
うございました。そして、美しい声でコールして下さった金子浩美さん、魅力
いっぱいの素晴らしいコールでした。
　私はこれからもモチベーションを高め、楽しく踊れるよう精進していきたいと思
います。そして、また機会があったら参加したいと思っています。

思いを込めたジャンボリー
フラワー８シスターズ　千葉　文子

　第43回東北スクエアダンスジャンボリーは、私にとって3年ぶりの参加です。スクエア
ダンスと出会ってから11年になりますが、今回はいろいろな意味で感慨深い2日間でし
た。私は、クラブ幹事になり2年目で初めて、ジャンボリーの役員として、協力させて頂
きました。実行委員会から送付された関係資料を手にした途端、不安が頭を過ぎりまし
たが、当日は会場係りとして、県連の会長さんはじめ幹事の皆さんにご指導を賜り、何とか自分なりに役目を
果たす事が出来たように思います。最初の係りはプラスからチャレンジ１の会場担当でした、初めてアドバンス
とチャレンジのコールを耳にし緊張と共にダンサーの動きに見入ってしまいました。次は会場を移動し気持ちに
余裕を感じつつ、華やかなコスチューム、ダンサーの笑顔に目を奪われながら立場を忘れ、ある意味で見学
者のような気分にさせられました。貴重な経験をさせて頂くと同時
に、ダンサーとして、ゲストコーラーの金子浩美さんには、我が
子に「お母さんガンバレ」と励まされる様な、親しみやすい軽やか
なコールで存分に楽しませて頂きました。又、合同タイムでは、
沖吉会長さんにパートナーとして一緒にして頂き、夢のようなひと
時を体験できた幸せは、人生の思い出に新たな1ページを綴る
事になるでしょう。最後に、仲間が集う喜びと出会いに感謝する
一方で、新しい仲間づくりの大事さを思い知らされました。皆様
と再会する日を楽しみにしています。

PLUS・AD会場 BC・MS会場

第43回東北スクエアダンスジャンボリ－を省みて
　　　　　　実行委員長　渡邊　智和（山形スクエアダンス愛好会）

　平成21年第36回上山市の大会から、10年目に南東北ブロックが主管として第43回東北スクエアダンスジャンボリ－は山形市
で実施されました。山形・福島のクラブから実行委員会を結成、集まるのも大変、コミュニケ－ション不足になりながら実施しまし
た。
　11月10日（土）～ 11日（日）ヒルズサンピア山形において、北は北海道から関東、そして大阪から山形に集まってきました。
総参加数146名　ほぼ全館貸切状態で行われました。参加して頂いた皆さま、本当に有難うございました。
　ゲストコ－ラ－の金子浩美氏はスクエアダンスの世界では若手ながら、幅広い層から楽しんでもらえるコ－ルをして頂き、また、金子裕行氏にも参加し
て頂き、ご夫婦で楽しいコ－ルで、ダンサ－を盛り上げ会場を沸かしてくれました。私のクラブ員からもまたコ－ルをお願いしたいとのリクエストもでるなど
浩美氏をゲストに迎えて良かったと思います。
　会場について、特に体育館について、音響が悪い。壁が固いのでどうしても音が反響して、聞きにくい環境でありました。その中で役員では無
かったのですがスインギンファンシ－ズの、柳沢さんに協力して頂きスピ－カ－の設置方法を変え、現有機材で出来る最大の努力をしてみました。柳沢
さん有難うございました。また、体育館はすべり易く、濡れ雑巾も準備しました。体育館は暖房設備がなく、夜の部は寒いと感じている人が多く、申し
訳ありません。室温にたいする予想がはずれ、また、ダンサ－も高齢化が進
み、会場選択にモット注意をはらう必要を感じました。プラス会場はエアコンが
働き室温が調整出来ました。踊るセット数も最大で６セット位で大きさも良かっ
た思いました。
　食事について、山形名物いも煮を皆さん味わってもらい、お腹いっぱい食
べてもらえたと自負しています。
　東北支部のホ－ムペ－ジに大会中の写真を掲載しています。写真を見なが
ら、思い出話をしてもらえれば私として幸せを感じます。

開催前の打ち合わせ 受付開始

沖吉S協会長のコール

ゲストの金子浩美さん全体ダンス

第39回東北ラウンドダンス講習会に参加して
仙台泉SDCウィングス　岸　　恵子

　東から西へ異例のルートで、通常と逆走する台風12号の影響が
心配されましたが、7月29日に講習会は無事に開催されました。
　講師は、城東RDCの野村先生ご夫妻です。時折ユーモアを交え
ながら、和やかに講習は進められました。奥様が女性の動きを重
点的に教えてくださったのが印象的でした。
　RDは男性のリードで踊るとと言われています。それでは、女性の役割とは？と
常々思っていましたが、今回の受講で『目から鱗』でした。女性はただ単にリードさ
れるのではなく、ダンスの流れを理解して、次の動作のためにベストなポジションを
とる事が、美しいダンスにつながると理解出来ました。
　女性も『ボーッ』としていてはチコちゃんに叱られそうですネ
とても解り易い講習でたいへん勉強になりました。役員の皆さま講習会を開催して頂
き有難うございました。

第39回東北ラウンドダンス講習会を主催して
　　　　　　　　　　　　　仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブ　中川　　学

7月29日と非常にムシムシと暑いなか、また、西日本を通過した台風の動向に冷や冷やしながら迎えた講習会、どな
たも倒れることなく無事に終えられた事を心より感謝しております。僕自身が、主催ブロックのお手伝いとして、参
加させて頂いたのは2回目ですが、前回よりも参加者がすごく楽しそうに踊っておられたのが、印象的でした。音源
担当として、ステージ上から見ており、僕自身も一緒に踊れたら素敵だなと思いました。これも、野村講師夫妻の人
柄、教え方、素敵なダンスのおかげかなと思っております。日程が合えば、主観ブロックで無い時に受講者として参加してみたいと思
います。ステップに足が追い付かず、怒られてばかりになるかもしれませんが。
ただ、ここ数年の動向として、S協主催の講習会なのに、スクエアダンサーの参加が少ない事は大いに気になりますが、今後の課題と
させて頂ければと思います。

講師　野村重一・都志子ご夫妻

第39回東北ラウンドダンス講習会に参加して
　シュガーメイトスクエアーズ　阿部　光隆

　去る7月29日講師に「城東ラウンドダンスクラブ」の野村重一・都志子ご夫妻をお招きし、日立システムホールで
開催された講習会に参加いたしました。指導曲は１．Dungaree Doll （TS）2.Steal Away（WZ）　３.Ｈappy Clarinet
（FT）  ４.A Trace Of Me（ＲＢ）  ５．Hernando'S Hideaway（TG）６.Capri（CH）の６曲で、ワルツとフォックス
ロットは2018年7月発行S協ニュース記載のＳ協推薦曲でした。前回受講しませでしたが、重一氏から前回は難度が
高かったのでとの話があり、今回は難度を少し下げ楽しい曲を選曲してきましたので、楽しんで踊ってくださいとの話がありました。
SD愛好者が踊れるＲＤを指導するクラブに5年ほど入会後（大分前です）は、ＳＤパーティー等で踊る程度だったので、受講に不安があ
りましたが、講習の初めにストレッチで体をほぐしステップ、腕の上げ方、フォックトスロットのカウントの発声や下を見ない、パー
トナーの顔を見る等、ユーモアを交えて丁寧に教えて頂き、楽しく受講することが出
来ました。しかし、タンゴがイマイチ踊れず残念でした。
　講師ご夫妻に、講習曲を指導する前に手本を見せて頂きましたがパートナーとの間
合いが良く取れていて、テンポ良く美しく踊る姿に見とれてしまいました。
　「講習会で教わったこと」は講習曲は無論ですが①パートナーの顔を見るべき時は、
しっかり見て、コミュニケーションを保ち楽しく踊る（クローズドポジションでは顔
を見ない）②基本をしっかり覚えてステップアップを図る③女性は自分のポジション
を意識して、自分から最初に動かない④お互いフィギャアの動きを保ちステップする
事等です。
　今回受講者の所属団体はRDクラブ52名,SDクラブ20名,FDクラブ2名,RD・FDク
ラブ2名の合計76名でした。今回受講して講習曲のフェイズをマスターしていないと
受講は難しいと感じました。またSD愛好者がRDを踊りたくなる環境づくりの必要
性を感じました。私が考えた環境づくりですが、一つとして、RDを踊る楽しさ（リ
ズム、ステップ等）を知ってもらうため、SDのイベント等で、RDを踊る時間を昼休
憩でも良いので多く作ってもらう。次に各県の支部主体でRD初心者講習会をSD講
習会のように開催したら良いと思う。さらに各SDクラブでも、RDタイムを設ける
（キューはテープ、CDでも良いと思います）
　最後になりましたが、講師の野村さんご夫妻はじめ、役員の皆さまにお世話になり
ました。特に役員の皆さまお疲れ様でした。
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初めてのジャンボリーに参加して
大河原チェリービーンズSDクラブ　小野　良子

　ヒルズサンピア山形で行われた東北スクエアダンスジャンボリーに初めて参加させていただき、とても楽しく充実した二日間を過ご
しました。各県からの参加人数の多さにびっくり、そして羽の生えているように軽やかな素晴らしい身のこなしにうっとり！
　今まで、いろいろなクラブのパーティに参加してきましたが、先輩方に手を差しのべてもらい、リードされセットに入れて貰ってい
ましたが、今回はやっと一人立ち（？）
　いろいろな方とパートナーを組み、時のたつのも忘れ、休むことなく夢中で踊りました。運動音痴、リズム感のない私がスクエアダンスというものを始め
るとは誰も予測しなかったでしょう。私もびっくりです！約三年前、犬の散歩をしていた私に声を掛けてくださり、何も解らず体験会に参加しました。
　エー英語でコール、ムリムリ、尻込みしていた私が、これまで続けられたのは、諸先輩の優しい指導とあの輪の中に入って踊りたいなーと思わせた
スクエアダンスの魅力でしょうか。しかし、「亀」の歩みよろしく中々上手にならない私でしたが、今回のジャンボリーに参加し、ダンスの回数を重ねる度
「あら！私いけるかも」輪をこわさずに踊りきった時の喜び、爽快感「バンザイ」
スクエアダンスの魅力の一端が判ったような気がします。声をかけ誘ってダンス
の輪の中に入れて下さったパートナーの皆さま有難うございました。とても有意
義なジャンボリーでした。楽しく踊れるようお世話いただいた役員の皆さま有難
うございました。そして、美しい声でコールして下さった金子浩美さん、魅力
いっぱいの素晴らしいコールでした。
　私はこれからもモチベーションを高め、楽しく踊れるよう精進していきたいと思
います。そして、また機会があったら参加したいと思っています。

思いを込めたジャンボリー
フラワー８シスターズ　千葉　文子

　第43回東北スクエアダンスジャンボリーは、私にとって3年ぶりの参加です。スクエア
ダンスと出会ってから11年になりますが、今回はいろいろな意味で感慨深い2日間でし
た。私は、クラブ幹事になり2年目で初めて、ジャンボリーの役員として、協力させて頂
きました。実行委員会から送付された関係資料を手にした途端、不安が頭を過ぎりまし
たが、当日は会場係りとして、県連の会長さんはじめ幹事の皆さんにご指導を賜り、何とか自分なりに役目を
果たす事が出来たように思います。最初の係りはプラスからチャレンジ１の会場担当でした、初めてアドバンス
とチャレンジのコールを耳にし緊張と共にダンサーの動きに見入ってしまいました。次は会場を移動し気持ちに
余裕を感じつつ、華やかなコスチューム、ダンサーの笑顔に目を奪われながら立場を忘れ、ある意味で見学
者のような気分にさせられました。貴重な経験をさせて頂くと同時
に、ダンサーとして、ゲストコーラーの金子浩美さんには、我が
子に「お母さんガンバレ」と励まされる様な、親しみやすい軽やか
なコールで存分に楽しませて頂きました。又、合同タイムでは、
沖吉会長さんにパートナーとして一緒にして頂き、夢のようなひと
時を体験できた幸せは、人生の思い出に新たな1ページを綴る
事になるでしょう。最後に、仲間が集う喜びと出会いに感謝する
一方で、新しい仲間づくりの大事さを思い知らされました。皆様
と再会する日を楽しみにしています。

PLUS・AD会場 BC・MS会場

第43回東北スクエアダンスジャンボリ－を省みて
　　　　　　実行委員長　渡邊　智和（山形スクエアダンス愛好会）

　平成21年第36回上山市の大会から、10年目に南東北ブロックが主管として第43回東北スクエアダンスジャンボリ－は山形市
で実施されました。山形・福島のクラブから実行委員会を結成、集まるのも大変、コミュニケ－ション不足になりながら実施しまし
た。
　11月10日（土）～ 11日（日）ヒルズサンピア山形において、北は北海道から関東、そして大阪から山形に集まってきました。
総参加数146名　ほぼ全館貸切状態で行われました。参加して頂いた皆さま、本当に有難うございました。
　ゲストコ－ラ－の金子浩美氏はスクエアダンスの世界では若手ながら、幅広い層から楽しんでもらえるコ－ルをして頂き、また、金子裕行氏にも参加し
て頂き、ご夫婦で楽しいコ－ルで、ダンサ－を盛り上げ会場を沸かしてくれました。私のクラブ員からもまたコ－ルをお願いしたいとのリクエストもでるなど
浩美氏をゲストに迎えて良かったと思います。
　会場について、特に体育館について、音響が悪い。壁が固いのでどうしても音が反響して、聞きにくい環境でありました。その中で役員では無
かったのですがスインギンファンシ－ズの、柳沢さんに協力して頂きスピ－カ－の設置方法を変え、現有機材で出来る最大の努力をしてみました。柳沢
さん有難うございました。また、体育館はすべり易く、濡れ雑巾も準備しました。体育館は暖房設備がなく、夜の部は寒いと感じている人が多く、申し
訳ありません。室温にたいする予想がはずれ、また、ダンサ－も高齢化が進
み、会場選択にモット注意をはらう必要を感じました。プラス会場はエアコンが
働き室温が調整出来ました。踊るセット数も最大で６セット位で大きさも良かっ
た思いました。
　食事について、山形名物いも煮を皆さん味わってもらい、お腹いっぱい食
べてもらえたと自負しています。
　東北支部のホ－ムペ－ジに大会中の写真を掲載しています。写真を見なが
ら、思い出話をしてもらえれば私として幸せを感じます。

開催前の打ち合わせ 受付開始

沖吉S協会長のコール

ゲストの金子浩美さん全体ダンス

第39回東北ラウンドダンス講習会に参加して
仙台泉SDCウィングス　岸　　恵子

　東から西へ異例のルートで、通常と逆走する台風12号の影響が
心配されましたが、7月29日に講習会は無事に開催されました。
　講師は、城東RDCの野村先生ご夫妻です。時折ユーモアを交え
ながら、和やかに講習は進められました。奥様が女性の動きを重
点的に教えてくださったのが印象的でした。
　RDは男性のリードで踊るとと言われています。それでは、女性の役割とは？と
常々思っていましたが、今回の受講で『目から鱗』でした。女性はただ単にリードさ
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第39回東北ラウンドダンス講習会を主催して
　　　　　　　　　　　　　仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブ　中川　　学
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柄、教え方、素敵なダンスのおかげかなと思っております。日程が合えば、主観ブロックで無い時に受講者として参加してみたいと思
います。ステップに足が追い付かず、怒られてばかりになるかもしれませんが。
ただ、ここ数年の動向として、S協主催の講習会なのに、スクエアダンサーの参加が少ない事は大いに気になりますが、今後の課題と
させて頂ければと思います。

講師　野村重一・都志子ご夫妻

第39回東北ラウンドダンス講習会に参加して
　シュガーメイトスクエアーズ　阿部　光隆

　去る7月29日講師に「城東ラウンドダンスクラブ」の野村重一・都志子ご夫妻をお招きし、日立システムホールで
開催された講習会に参加いたしました。指導曲は１．Dungaree Doll （TS）2.Steal Away（WZ）　３.Ｈappy Clarinet
（FT）  ４.A Trace Of Me（ＲＢ）  ５．Hernando'S Hideaway（TG）６.Capri（CH）の６曲で、ワルツとフォックス
ロットは2018年7月発行S協ニュース記載のＳ協推薦曲でした。前回受講しませでしたが、重一氏から前回は難度が
高かったのでとの話があり、今回は難度を少し下げ楽しい曲を選曲してきましたので、楽しんで踊ってくださいとの話がありました。
SD愛好者が踊れるＲＤを指導するクラブに5年ほど入会後（大分前です）は、ＳＤパーティー等で踊る程度だったので、受講に不安があ
りましたが、講習の初めにストレッチで体をほぐしステップ、腕の上げ方、フォックトスロットのカウントの発声や下を見ない、パー
トナーの顔を見る等、ユーモアを交えて丁寧に教えて頂き、楽しく受講することが出
来ました。しかし、タンゴがイマイチ踊れず残念でした。
　講師ご夫妻に、講習曲を指導する前に手本を見せて頂きましたがパートナーとの間
合いが良く取れていて、テンポ良く美しく踊る姿に見とれてしまいました。
　「講習会で教わったこと」は講習曲は無論ですが①パートナーの顔を見るべき時は、
しっかり見て、コミュニケーションを保ち楽しく踊る（クローズドポジションでは顔
を見ない）②基本をしっかり覚えてステップアップを図る③女性は自分のポジション
を意識して、自分から最初に動かない④お互いフィギャアの動きを保ちステップする
事等です。
　今回受講者の所属団体はRDクラブ52名,SDクラブ20名,FDクラブ2名,RD・FDク
ラブ2名の合計76名でした。今回受講して講習曲のフェイズをマスターしていないと
受講は難しいと感じました。またSD愛好者がRDを踊りたくなる環境づくりの必要
性を感じました。私が考えた環境づくりですが、一つとして、RDを踊る楽しさ（リ
ズム、ステップ等）を知ってもらうため、SDのイベント等で、RDを踊る時間を昼休
憩でも良いので多く作ってもらう。次に各県の支部主体でRD初心者講習会をSD講
習会のように開催したら良いと思う。さらに各SDクラブでも、RDタイムを設ける
（キューはテープ、CDでも良いと思います）
　最後になりましたが、講師の野村さんご夫妻はじめ、役員の皆さまにお世話になり
ました。特に役員の皆さまお疲れ様でした。
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　2019年が始まりました。4月
には年号も変わりますが、「平
成」から何に変わるのでしょ
う。「明るい」「輝く」の字が入
ると良いなと私は思っていま
す。スクエアダンスも8人で踊
ります。明るく、楽しく踊れた
ら、ダンサーは輝いて見えま
す。故山咲さんも常々コールを
しながら、壊れたセットに「ド
ンマイ・ドンマイ」と言ってく
れました。笑うかどには福来る
と言います、笑顔（スマイル）
で踊りましょう。
　最近、パーティーで見慣れな
いクラブバッジが多くなりまし
たので2019年度の広報誌にク
ラブバッジを紹介していきます
ので各クラブの幹事の方は定例
幹事総会において、クラブバッ
ジをお持ちください。（湯村）
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亥年（猪突猛進！）スクエアダンスの輪を広げましょう！
東北統括支部長　水間　清蔵

　新年あけましておめでとうございます。皆様にとって健康で穏やかな実り多い年でありますよう心か
らお祈り申し上げます。平成時代はもう少しで終わりを迎えます。新しい元号がスタートし、スクエア
ダンス界にとってどんな時代になるか、今から新鮮な想いで楽しみでもありますが、行動が無くして楽
しみも無いですね！。
　私達、東北統括支部の目指すスクエアダンス普及活動は、Ｓ協のスローガンに掲げているとおり「スクエアダンスは友の
輪・人の輪・ダンスの輪」を基本に取り組んでおります。今年の干支は亥で、猪の猪突猛進な性質から、勇気と冒険の象徴
であり、又、新たな生命が宿る年で、次の始まりに向けて、新たなエネルギーを蓄える年でもあると解説されています。こ
の楽しくて、素晴らしいスクエアダンスをいつまでも次世代に継承していくためにも、この新たな生命が宿るようにスクエ
アダンスを知らない方々に、支部各団体始め会員が一丸となって、体験会・初心者講習会等を推進に取り組んでいただきま
すようお願いいたします。また、30年度総会にて提案致しております第３次中期計画で支部の会員増目標値を年103％が達
成できますよう各団体の推進を切にお願い致します。

多くの出会いは、多くの刺激と多くの感動があります。
支部一丸となりスクエアダンスの大きな輪を広げていきましょう！

議事内容
１．2018年度事業経過報告
1第53回東北SD講習会福島県

岩野　龍彦氏より報告
2第39回東北RD講習会宮城県

中川　　学氏より報告
3第43回東北ジャンボリー山形県

渡邊　智和氏より報告

２．2018年度予算経過報告
財務担当　中川　学氏より報告

３．その他
1）第3次中期計画について水間支部長より説明
2）支部共催事業　
①東北SR指協第1回SD/RD研修会

SR指協会長　湯村　　豊氏より報告
②東北SR指協第2回SD/RD研修会

SR指協会長　湯村　　豊氏より説明

４．2019年度事業計画
1普及サポーター育成研修会
　水間支部長より説明

　2019年4月21日盛岡市で開催

2第54回東北SD講習会
　岩手県担当佐々木　傳氏より説明

2019年6月15 ～ 16日盛岡市で開催
3第40回東北RD講習会
　宮城北担当湯村　豊氏より説明

2019年9月21日仙台市で開催
4第44回東北SDジャンボリー
　宮城南担当中川　学氏より説明

2019年11月9 ～ 10日仙台市で開催
５．2019年予算案中川財務担当から報告

６．その他
1ローテーション＆担当ブロック分け

水間支部長説明
（参考）全日本SDコンベンション
2019年広島、2020年北海道、2021年関東

2体験会および初心者講習会の報告
水間支部長から説明

3支部共催事業
①東北SR指協第1回SD/RD研修会
　SR指協会長湯村　豊氏報告

9月初旬　仙台市で開催
②東北SR指協第2回SD/RD研修会
　SR指協会長湯村　豊氏説明

3月中旬　秋田市で開催

平成30年度県代表幹事会が開催されました
平成30年11月25日　13時より黒松市民センターにおいて水間支部長はじめ計11名で開催されました。

編集者のつぶやき2019年

スクエアダンスパーティー情報
弘前スクエアダンスクラブさくら
第11回アニバーサリー

開催日：2019年4月28日（日）
会　場：弘前市宮川交流センター
ゲスト：大川　康太郎氏

第22回スウィート
ファミリーアニバーサリー

開催日：2019年6月2日（日）
会　場：仙台銀行ホール
　　　　イズミティ 21
前日祭：6月1日（土）会場未定
ゲスト：大川康太郎氏・
　　　　篠ヶ谷紀子氏

山形SD愛好会
創立20周年感謝祭

開催日：2019年6月22日（土）
会　場：山形テルサ
ゲスト：鈴木　孝子氏・
　　　　島田　秀幸氏

支部共催事業
東北スクエアダンス・ラウンドダンス指導者連絡協議会
平成30年度第2回SD/RD研修会のご案内

開催日時：平成31年3月17日（日） 10時00分～ 15時00分
開催場所：仙台市黒松市民センター　仙台市地下鉄　黒松駅下車1分
研修内容：スクエアダンスに関するパソコンの研修（初心者歓迎）
参加会費：東北SR指協会員　500円、会員以外の方　1,000円
その他　：ご自分のパソコンをお持ちください。

東北SR指協主催第1回SD・RD研修会に参加して
　　　　弘前スクエアダンスクラブさくら　松井志津彦

　9月30日　青森市ねぶたの家ワ・ラッセで研修会は開催されました。
　この度は、東北各地区クラブのコーラーさんが、流れるような動きを工夫され、意外性のあるゲットアウトコール、たいへんご苦
労様でした。特に新人コーラーさんが上擦った声、ふるえる手でのシンギングコールのCD操作等々、たいへん初 し々く素晴らし
いチャレンジに感動しました。又、ベテランコーラーさんは合間のトークも巧みで、津軽と南部の方言のうんちく、湯村SR指協会
長が幼少のころ弘前の小学校・中学校出身で自分も同じ学校出身で親近感を覚えました。本当に楽しい時間有難うございました。
　さて、私とSDの出会いですが、仕事を65歳で定年リタイヤして始めたテニス仲間から「このテニス体育館のすぐそばの教室でSDをやっている、
新人募集もしているので観るだけでも」と誘われ、テニスウェアーのまま出会ったのが最初です。会場では２つのサークルのダンサーたちが生き生きと愉
しそうに、指導者（コーラー）と音楽に合わせ、ビリヤードの球のように幾何学的に動いている様に思わず魅了されました。根っから数学系の自分で
す、即体験入会をお願いし、当時、足が腰が首の軟骨がと、リハビリ兼トレーニングを物色していた姉も誘い五年前5名で入会しました。谷内会長
はじめ「さくら」の皆さまに暖かく親身に指導して頂き無事BCの卒業証書をゲットして現在はMS・Pを愉しく踊らさせて頂いています．
　ひょうんな事から、横浜の戸塚ベルベットSDクラブを訪ねまして、地村会長初め会員の皆さまに接して頂き、1,000人以上も参加する「平塚B&Sア
ニハ」を紹介、案内して頂き、有名コーラーさんの当会のパーティに参加出来、見ず知らずのたくさんの人達と知り合い踊れました事は、本当に有意
義で素晴らしい思いをしました。この場を借りまして御礼申しあげます。有難うございました。今後は「我が弘前SDクラブさくら第11回アニバ」（ゲスト
大川康太郎氏）で各地の皆さんにお会いするのを楽しみにMS・Pの練習を
より一層励み、精進してSDをエンジョイ出来ればと思っています、ご指導よろ
しくお願いいたします。
　最後に、こんなに愉しい健康的なSDをもっともっとたくさんの人達に踊って
貰えるよう提案です。大人の方は当然ですが子供達に広めるのはどうでしょう
か。適度な運動、英語への親しみ、ソーシャルマナーの育みと幼児教育に
は最適では、小学四年生ぐらいから体育の授業、その他クラブ活動で取り上
げて頂いたら最高ですね。良い知恵がございましたら、よろしくお願いします。

東北SR指協第1回研修会に参加して
青森ゆララスクエアダンスクラブ　三浦　貴子

　30年以上青森に住んでいても、スクエアダンスなるものに遭遇することなく過ごし、
去年より首をつっこみ、いろいろびっくり！何か行事があってもギャラリーとか観客もなく
仲間内だけで盛り上がるのです。可愛いコスチューム、懐しうようなアメリカンカント
リーソングと言うのかな。こんな素敵なことを広く知らせねば！　もったいない。何とか
せねば！　何とかせねば！
　古い映画で申し訳ないが「ジェームス　ディーンとエリザベスティラー」が出演していた「ジャイアンツ」と
言う映画で数秒踊るシーンがある、今まで気にも留めないでいたが、あれはスクエアダンスだ！！大発見をし
た気持ちだった。ますますこの映画が好きになった。
　日常生活で新しい事を覚えると言うことは、ほとんどない私にとってスクエアダンスは本当に脳トレです。
でもいくら頭に染み込ませても直ぐ出て行ってしまうのが情けないところ。住所不定や迷子はいつものこと、
でも今日のように、いろいろな方のコールを聞いて踊ったりすることは、とても楽しい。
　こわい顔をしている、引きつっている顔をしていると言われる私。コーラーさんの声を頭の隅で軽く受け
取り目線を上げ、スカートをひるがえし、流れくる曲に身をゆだね、微笑を浮かべ、軽やかに踊りたいもの
だ…いつかなれるよね　自分でそう思っている……

霧払いの柴田さん 一生懸命コールしています

楽しく踊るダンサー

まだまだ元気　蛯名さん


