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東北統括支部　県代表幹事絵が開催されました。
　令和元年11月17日（日）13時～16時　仙台市黒松市民センターで開催されました。水間支部長を含めた総務委員会から７
名、県代表５名（総務委員会兼務の方を除く）で議長に佐々木傳副支部長を指名し開催されました。
　議題は2019年度事業経過報告、予算経過報告、その他報告事項が各担当から報告され承認されました。
　最初に普及サポーター育成研修会は水間支部長より４月21日に盛岡市内で開催し、55名の参加があり、この経験と継続
の必要性が報告されました。
　第54回東北ＳＤ講習会は佐々木副支部長より報告されました。盛岡市内で６月15日～16日に開催され、講師は主管県の佐
々木傳氏と澤藤敏夫氏が担当し48名が参加しました。
　第40回ラウンドダンス講習会と第44回東北スクエアダンスジャンボリーはこの裏面で紹介しています。
　予算関係は印刷機やパソコンの老機に伴い本年度と来年度予算化することが承認されました。
　その他として、2024年に東北がコンベンション担当に予定され、また支部共催事業の東北ＳＲ指協第２回ＳＤ･ＲＤ研修
会が秋田市内で３月22日（日）に「楽しい例会にするため」をテーマに開催されることが報告されました。
　次に審議事項として2020年度事業計画が各担当主管から説明されました。
　第55回東北ＳＤ講習会は会場は仙台市内で実施する。期日未定と説明されました。
　第41回東北ラウンドダンス講習会は５月９日に日立システムズホールで開催の予定と
説明されました。
　第45回東北スクエアダンスジャンボリーは11月７日～８日に岩手県八幡平ハイツで
Ｓ協副会長の勝亦隆夫氏をゲストに開催します。プログラムはＭＳとＰＬＵＳを主体と
し、ＡＤは☆チップとしたいと説明されました。
　その他のＳＲ指協の研修会は現在未定との報告がありました。

　会議予定　東北統括支部　　定例幹事総会　　　　2020年４月12日（日）
　　　　　　東北統括支部　　県支部代表者会議　　2020年11月22日（日）

全　国　行　事 東北統括支部共済事業

子年（2020年）多くの出会いの輪を広げよう！
東北統括支部長　　水間　清蔵　

　支部会員の皆様、あけましておめでとうございます。 
　皆様におかれましては、幸多き新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。　
　日頃は、東北統括支部運営に、ご支援、ご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
　また、今年はオリンピックが日本で開催される記念すべき年でもあり、あらためて感慨深い気持ち
で一杯です。
　昨年は亥の年で、新たな生命を閉じ込めた年でもあり、支部団体各位の方々のスクエアダンスの種を蒔き続けていただき
多くの方に楽しさを広めていただいたことと心より感謝申し上がます。
　今年は子年で、新しい生命が種子の中にきざし始める時期で、新しい物事や運気のサイクルの始まる年と考えられていま
す。ネズミ算式に子孫繁栄と縁起も良く、多くのスクエアダンス愛好者が、お友達、お隣の方、親戚等の方々に一声かけて
いただければ、スクエアダンスの大きな輪が広がっていくことでしょう。
　是非子年の2020年、支部会員が一丸となって、体験会・初心者講習会等の推進を尚一層ご尽力いただき、スクエアダン
スの楽しさをより多くの方々へ広げていきましょう！新しい出会いは、いつも刺激と感動が生まれます！

スクエアダンスは友の輪・人の輪・ダンスの輪

第40回東北ラウンドダンス講習会を開催して
仙台ＺＩＧ･ＺＡＧスクエアダンスクラブ　湯村　　豊　

　第40回東北ラウンド講習会を宮城北ブロックが担当することになり、前年の９月に最初の担当者会議
において実行委員のチーフを指名されました。ダンス暦は50年と長いのですが、東北統括支部内行事の
責任者を任されたのは初めてであったため水間支部長ご夫妻、中川財務担当に教えを頂き、何とか無事終
えることが出来ました。関係者の皆さま有難うございました。

　第40回東北ラウンド講習会は９月21日（土）会場を仙台銀行ホール（イズミティ 21）
において、講師は連続３回目となる城東ラウンドダンスサークルの野村重一・都志子ご
夫妻にお願いし、参加者72名で開催されました。講師の重一氏は中学時代柔道部で活躍
されていたそうで、体格が良いのですがスリムな奥様とのラウンド講習は流れるような
実践指導に参加の皆さんがうっとりとする場面が多く見られました。また、アンケート
には多くの方々がわかりやすい説明、講習会は良かったと書かれており、次回講師の希
望に野村重一・都志子ご夫妻のお名前が多く書かれていました。

　今回もスクエアダンサーの参加率が低く、約20％と前回の参加率と同じ位の比率でし
た。講師の野村氏もスクエアダンサーの参加率を憂慮しており、フェイズや曲目の選定
にご苦労されているようでした。また、今回は運よく広い会場が早く予約が出来ました
が、今後は会場の確保に各クラブのご協力が必要なってくると思われます。
　最後に参加していただいた東北統括支部所属のスクエアダンサーの皆さんとラウンド
ダンス愛好者に感謝いたします。有難うございました。

第40回　東北ラウンドダンス講習会に参加して
山形ＳＤさくら　高橋　勝博　

　９月21日（土）イズミティ 21で、成東ラウンドダンスサークルの野村ご夫妻を講師に迎えて、講習会が開
催されました。講習曲は６曲（ワルツ×２、ルンバ×１、チャチャ ×１、ツウステップ・クイックステップ
×１）でレベルもフェイズⅡが１曲、フェイズⅢ＋２が３曲、フェイズⅢ＋２＋１が１曲、フェイズⅢ＋２＋
２が１曲で講習時間内にマスターする事はとても難しいと思いましたが、私にとっては大変楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。なぜなら、私が所属しているＳＤクラブの例会ではラウンドダンスが無いため、踊る機会が少ないからです。
　昔は各ＳＤサークル内ではラウンドダンスは、盛大に踊られていました。ラウンドダンスはリズムを身体に覚えさせるに
は最適と思います。スクエアダンスを楽しく踊るには、単にコールを聞き歩くだけでなく、音楽に合わせて歩くと、もっと
もっと楽しく踊れると思います。いつも思うのですが、今回も講習会の参加者を見ると、ＳＤダンサーの参加が少ないと感
じます。ＳＤダンサーがもっと数多く参加するには、ＳＤサークル内でラウンドダンス愛好者の人口を増やす工夫をしなけれ
ばならないと思います。最後に講師の野村ご夫妻に感謝及び役員の皆さま、本当にご苦労さまでした。今年も宜しくお願い
します。

東北統括支部内アニバサーリー情報
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　日本中が興奮と歓喜に
沸いたラグビーワールド
カップの日本躍進のキー
ワードになった「ワン　
チーム」と言う言葉はス
クエアダンスにも使える
言葉と最近思うようにな
りました。スクエアダン
スは常に同じ方と一緒に
踊れない８人が、ゲット
アウトを目標に取組む姿
はラグビーのトライに向
かう姿と同じように見え
ます。ダンサーがお互い
にアイコンタクトを取
り、タイミングよくリー
ド す る、違 う の は ダ ン
サーは常に笑顔で取組ん
でいる姿と思います。

編集者のつぶやき

スウィートファミリィー23回アニバーサリー
開催日：2020年５月30日（土）～ 31日（日）
会場：仙台市内
ゲスト：マイクさん・大上　徹さん

盛岡キャラメイツＳＤＣ10周年アニバーサリー
開催日：2020年４月25日（土）～ 26日（日）
会　場：花巻ＮＡＨＡＮプラザ　
プ　ロ：Ｂ・ＭＳ・Ｐ　ゲスト：マック小島氏

仙台グリーンリーブズＳＤＣ第44回アニバーサリー
開催日：2020年７月12日（日）
会　場：エルパーク仙台
プ　ロ：ＭＳ･Ｐ（☆ＡＤ）　ゲスト：入戸野　尚子さん

弘前スクエアダンスクラブ12周年アニバーサリー
開催日：2020年４月26日（日）
会　場：弘前市宮川交流センター　　
プ　ロ：ＭＳ・Ｐ　ゲスト：島田　秀幸氏

青森ゆララスクエアダンスクラブ10周年アニバーサリー
開催日：2020年７月12日（日）
会　場：アウガ５Ｆ　ＡＶ多機能ホール
プ　ロ：Ｂ･ＭＳ･☆Ｐ　ゲスト：荒木　義昭氏・篠ケ谷　紀子さん

秋田コールツーフートスクエアーズ45周年アニバサリー
開催日：2020年10月18日（日）
会　場：秋田県青少年交流センター　ユースパル　
プ　ロ：Ｂ・ＭＳ・Ｐ  ゲスト：伊藤　達彦氏・鈴木　孝子さん

東北スクエアダンスラウンドダンス指導者連絡協議会主催
2019年度第２回ＳＤ・ＲＤ研修会

開催日：2020年３月22日（日）  研修テーマ：「例会を楽しくするため」
会　場：秋田「にぎわい交流館ＡＵ（あう）」
会　費：無料（Ｓ協会員）  講　師：井上　忠志氏

第59回全日本スクエアダンス
コンベンション（北海道）

開催日：2020年８月29日（金）～31日（日）
会　場：札幌コンベンションセンター
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第44回東北スクエアダンスジャンボリー主管を担当して
シュガーメイトスクエアーズ　佐藤　英俊　

　今年度は宮城県秋保温泉で、Ｊ－ＷＡＬＫＥＲＳの松井和也氏をゲストに東北スクエアダンス
ジャンボリーを開催いたしました。中川学氏を主管の責任者として動き出したのは年が明けてか
らでしたが、その後は支部総会、数度のスタッフ打ち合わせ、要項の発送、申込み、パンフレッ
トの作成と11月の大会まであっという間の日々でした。
　私は要項の作成と発送、パンフレットの作成など主に印刷物を担当しました。パンフレットの陥穽がギリギリに
なり、最終チェックにはたくさんの方々から、ご協力をいただきました。この場を借りて深くお詫びするとともに
御礼申し上げます。
　当日は機材を担当しましたが、スタッフの方々の手際のよい協力もあり、一部音声が出ないなどの音響の不手際
などもあったものの、素晴らしいゲストコーラーと何よりジャンボリーに参加していただいた皆様の笑顔から、無
事成功裏に終わらせられたかな、秋日和の楽しい二日間を送っていただけたかな、と思います。
　ところで、要項表紙のむすび丸、ご覧いただけましたでしょうか、観光客誘致を目的に「仙台・宮城観光キャン
ペーン推進協議会事務局」に事前申請すれば、無償で使わせていただける公式キャラクターです。以前、コンベン
ションでも使用したことを思い出し使わせていただきました。このようなキャラクターは他県にもあるかもしれま
せん。積極的に用いることでスクエアダンスのアピールにつながるのではないでしょうか。
　最後になりましたが、当日参加いただいた皆様、当日のスタッフとして働いていただいた幹事の皆様、そして参
加できなくても各サークルで宣伝いただいた全てのスクエアダンサーに感謝してこの駄文を終わります。
　次の主管となる岩手県の皆様、よろしくお願いいたします。

東北スクエアダンスジャンボリーに参加して
仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブ　中川　真希　

　11月９日～ 10日に開催された第44回東北スクエアダンスジャンボリーに参加しました。私に
とっては数年ぶりに参加するジャンボリーだったので、新しいコスチュームも準備し、ウキウ
キ！ワクワクで当日を迎えました。
　更衣室にて初めて自分で作ったコスチュームに身を包み、いざ出陣！
　久しぶりのジャンボリー、スタートは自分のクラブのチーフコーラーさんのチップからでした。ダンスレベルは
アドバンスです。実は私10月末に講習が終わったばかりなんです。踊り込みの前にパーティデビューしてすみませ
ん（汗・）、不安いっぱいのアドバンス楽しめるのか・・、踊れるのか・・そもそも動けるのだろうか・・不安でし
かない（泣・・）、母と手を取り、セットに混ざって、いざ！緊張のファーストチップ・・、残念ながらそこまでし
か記憶がございません。（他のチップは覚えているんですけどね？おかしいなぁー？）きっと同じセットにいた先輩
方におんぶに抱っこで踊らせてもらう感じだったのかなと思います。同じセットにいらした大先輩の皆さま有難う
ございました。ファーストチップは記憶にないのですが、周りの方から「大丈夫、いける！」と乗せられ、上げら
れセットの中でアタフタしながらアドバンスを踊ることができました。
　また、ＭＳやプラスレベルでは、他のパーティでは踊ったことがない方と踊ることが出来、２日目の合同タイム
では、踊る度に「あー終わっちゃう（汗）あの人とも踊りたいのにー（泣）と寂しさを感じつつ、ゲストの松井さん
の面白いコールで楽しく踊ることが出来ました。２日間非常に楽しいジャンボりー有難うございました。
　例会でももっともっと踊り込みをして、今踊れる全てのダンスプログラムでレベルアップをして、アドバンスを
含めいろいろな方と楽しく踊れるように頑張ります！

特集　第44回東北スクエアダンスジャンボリー写真集（期日：11月９日～10日）参加者128名

中川実行委員長の開始前ミーティング

会場担当がメイン看板の設置

機材担当者が音響セッティング

東北ナマリのラジオ体操

いよいよゲストの松井さん登場

受付担当者が受付開始

東北のコーラーでダンススタート

MS・PLUSの会場での１コマ

PLUSはやっぱり難しいなあ！ 夕食を食べながら幹事連絡会

開会式の開式宣言　佐々木副支部長 開会式の挨拶をする水間支部長 来賓挨拶　理事　綿谷　啓治氏

開会式の挨拶に聞き入る参加者 ゲストの松井　和也氏の挨拶

開会式後のゲストタイム

コールする佐々木副支部長

華麗なラウンドダンス

閉会式の開式を宣言する水間実行委員

サークルレフトでカメラ目線（余裕）

ゲスト松井氏のご挨拶
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か記憶がございません。（他のチップは覚えているんですけどね？おかしいなぁー？）きっと同じセットにいた先輩
方におんぶに抱っこで踊らせてもらう感じだったのかなと思います。同じセットにいらした大先輩の皆さま有難う
ございました。ファーストチップは記憶にないのですが、周りの方から「大丈夫、いける！」と乗せられ、上げら
れセットの中でアタフタしながらアドバンスを踊ることができました。
　また、ＭＳやプラスレベルでは、他のパーティでは踊ったことがない方と踊ることが出来、２日目の合同タイム
では、踊る度に「あー終わっちゃう（汗）あの人とも踊りたいのにー（泣）と寂しさを感じつつ、ゲストの松井さん
の面白いコールで楽しく踊ることが出来ました。２日間非常に楽しいジャンボりー有難うございました。
　例会でももっともっと踊り込みをして、今踊れる全てのダンスプログラムでレベルアップをして、アドバンスを
含めいろいろな方と楽しく踊れるように頑張ります！

特集　第44回東北スクエアダンスジャンボリー写真集（期日：11月９日～10日）参加者128名

中川実行委員長の開始前ミーティング

会場担当がメイン看板の設置

機材担当者が音響セッティング

東北ナマリのラジオ体操

いよいよゲストの松井さん登場

受付担当者が受付開始

東北のコーラーでダンススタート

MS・PLUSの会場での１コマ

PLUSはやっぱり難しいなあ！ 夕食を食べながら幹事連絡会

開会式の開式宣言　佐々木副支部長 開会式の挨拶をする水間支部長 来賓挨拶　理事　綿谷　啓治氏

開会式の挨拶に聞き入る参加者 ゲストの松井　和也氏の挨拶

開会式後のゲストタイム

コールする佐々木副支部長

華麗なラウンドダンス

閉会式の開式を宣言する水間実行委員

サークルレフトでカメラ目線（余裕）

ゲスト松井氏のご挨拶
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東北統括支部　県代表幹事絵が開催されました。
　令和元年11月17日（日）13時～16時　仙台市黒松市民センターで開催されました。水間支部長を含めた総務委員会から７
名、県代表５名（総務委員会兼務の方を除く）で議長に佐々木傳副支部長を指名し開催されました。
　議題は2019年度事業経過報告、予算経過報告、その他報告事項が各担当から報告され承認されました。
　最初に普及サポーター育成研修会は水間支部長より４月21日に盛岡市内で開催し、55名の参加があり、この経験と継続
の必要性が報告されました。
　第54回東北ＳＤ講習会は佐々木副支部長より報告されました。盛岡市内で６月15日～16日に開催され、講師は主管県の佐
々木傳氏と澤藤敏夫氏が担当し48名が参加しました。
　第40回ラウンドダンス講習会と第44回東北スクエアダンスジャンボリーはこの裏面で紹介しています。
　予算関係は印刷機やパソコンの老機に伴い本年度と来年度予算化することが承認されました。
　その他として、2024年に東北がコンベンション担当に予定され、また支部共催事業の東北ＳＲ指協第２回ＳＤ･ＲＤ研修
会が秋田市内で３月22日（日）に「楽しい例会にするため」をテーマに開催されることが報告されました。
　次に審議事項として2020年度事業計画が各担当主管から説明されました。
　第55回東北ＳＤ講習会は会場は仙台市内で実施する。期日未定と説明されました。
　第41回東北ラウンドダンス講習会は５月９日に日立システムズホールで開催の予定と
説明されました。
　第45回東北スクエアダンスジャンボリーは11月７日～８日に岩手県八幡平ハイツで
Ｓ協副会長の勝亦隆夫氏をゲストに開催します。プログラムはＭＳとＰＬＵＳを主体と
し、ＡＤは☆チップとしたいと説明されました。
　その他のＳＲ指協の研修会は現在未定との報告がありました。

　会議予定　東北統括支部　　定例幹事総会　　　　2020年４月12日（日）
　　　　　　東北統括支部　　県支部代表者会議　　2020年11月22日（日）

全　国　行　事 東北統括支部共済事業

子年（2020年）多くの出会いの輪を広げよう！
東北統括支部長　　水間　清蔵　

　支部会員の皆様、あけましておめでとうございます。 
　皆様におかれましては、幸多き新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。　
　日頃は、東北統括支部運営に、ご支援、ご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
　また、今年はオリンピックが日本で開催される記念すべき年でもあり、あらためて感慨深い気持ち
で一杯です。
　昨年は亥の年で、新たな生命を閉じ込めた年でもあり、支部団体各位の方々のスクエアダンスの種を蒔き続けていただき
多くの方に楽しさを広めていただいたことと心より感謝申し上がます。
　今年は子年で、新しい生命が種子の中にきざし始める時期で、新しい物事や運気のサイクルの始まる年と考えられていま
す。ネズミ算式に子孫繁栄と縁起も良く、多くのスクエアダンス愛好者が、お友達、お隣の方、親戚等の方々に一声かけて
いただければ、スクエアダンスの大きな輪が広がっていくことでしょう。
　是非子年の2020年、支部会員が一丸となって、体験会・初心者講習会等の推進を尚一層ご尽力いただき、スクエアダン
スの楽しさをより多くの方々へ広げていきましょう！新しい出会いは、いつも刺激と感動が生まれます！

スクエアダンスは友の輪・人の輪・ダンスの輪

第40回東北ラウンドダンス講習会を開催して
仙台ＺＩＧ･ＺＡＧスクエアダンスクラブ　湯村　　豊　

　第40回東北ラウンド講習会を宮城北ブロックが担当することになり、前年の９月に最初の担当者会議
において実行委員のチーフを指名されました。ダンス暦は50年と長いのですが、東北統括支部内行事の
責任者を任されたのは初めてであったため水間支部長ご夫妻、中川財務担当に教えを頂き、何とか無事終
えることが出来ました。関係者の皆さま有難うございました。

　第40回東北ラウンド講習会は９月21日（土）会場を仙台銀行ホール（イズミティ 21）
において、講師は連続３回目となる城東ラウンドダンスサークルの野村重一・都志子ご
夫妻にお願いし、参加者72名で開催されました。講師の重一氏は中学時代柔道部で活躍
されていたそうで、体格が良いのですがスリムな奥様とのラウンド講習は流れるような
実践指導に参加の皆さんがうっとりとする場面が多く見られました。また、アンケート
には多くの方々がわかりやすい説明、講習会は良かったと書かれており、次回講師の希
望に野村重一・都志子ご夫妻のお名前が多く書かれていました。

　今回もスクエアダンサーの参加率が低く、約20％と前回の参加率と同じ位の比率でし
た。講師の野村氏もスクエアダンサーの参加率を憂慮しており、フェイズや曲目の選定
にご苦労されているようでした。また、今回は運よく広い会場が早く予約が出来ました
が、今後は会場の確保に各クラブのご協力が必要なってくると思われます。
　最後に参加していただいた東北統括支部所属のスクエアダンサーの皆さんとラウンド
ダンス愛好者に感謝いたします。有難うございました。

第40回　東北ラウンドダンス講習会に参加して
山形ＳＤさくら　高橋　勝博　

　９月21日（土）イズミティ 21で、成東ラウンドダンスサークルの野村ご夫妻を講師に迎えて、講習会が開
催されました。講習曲は６曲（ワルツ×２、ルンバ×１、チャチャ ×１、ツウステップ・クイックステップ
×１）でレベルもフェイズⅡが１曲、フェイズⅢ＋２が３曲、フェイズⅢ＋２＋１が１曲、フェイズⅢ＋２＋
２が１曲で講習時間内にマスターする事はとても難しいと思いましたが、私にとっては大変楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。なぜなら、私が所属しているＳＤクラブの例会ではラウンドダンスが無いため、踊る機会が少ないからです。
　昔は各ＳＤサークル内ではラウンドダンスは、盛大に踊られていました。ラウンドダンスはリズムを身体に覚えさせるに
は最適と思います。スクエアダンスを楽しく踊るには、単にコールを聞き歩くだけでなく、音楽に合わせて歩くと、もっと
もっと楽しく踊れると思います。いつも思うのですが、今回も講習会の参加者を見ると、ＳＤダンサーの参加が少ないと感
じます。ＳＤダンサーがもっと数多く参加するには、ＳＤサークル内でラウンドダンス愛好者の人口を増やす工夫をしなけれ
ばならないと思います。最後に講師の野村ご夫妻に感謝及び役員の皆さま、本当にご苦労さまでした。今年も宜しくお願い
します。
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　日本中が興奮と歓喜に
沸いたラグビーワールド
カップの日本躍進のキー
ワードになった「ワン　
チーム」と言う言葉はス
クエアダンスにも使える
言葉と最近思うようにな
りました。スクエアダン
スは常に同じ方と一緒に
踊れない８人が、ゲット
アウトを目標に取組む姿
はラグビーのトライに向
かう姿と同じように見え
ます。ダンサーがお互い
にアイコンタクトを取
り、タイミングよくリー
ド す る、違 う の は ダ ン
サーは常に笑顔で取組ん
でいる姿と思います。

編集者のつぶやき

スウィートファミリィー23回アニバーサリー
開催日：2020年５月30日（土）～ 31日（日）
会場：仙台市内
ゲスト：マイクさん・大上　徹さん

盛岡キャラメイツＳＤＣ10周年アニバーサリー
開催日：2020年４月25日（土）～ 26日（日）
会　場：花巻ＮＡＨＡＮプラザ　
プ　ロ：Ｂ・ＭＳ・Ｐ　ゲスト：マック小島氏

仙台グリーンリーブズＳＤＣ第44回アニバーサリー
開催日：2020年７月12日（日）
会　場：エルパーク仙台
プ　ロ：ＭＳ･Ｐ（☆ＡＤ）　ゲスト：入戸野　尚子さん

弘前スクエアダンスクラブ12周年アニバーサリー
開催日：2020年４月26日（日）
会　場：弘前市宮川交流センター　　
プ　ロ：ＭＳ・Ｐ　ゲスト：島田　秀幸氏

青森ゆララスクエアダンスクラブ10周年アニバーサリー
開催日：2020年７月12日（日）
会　場：アウガ５Ｆ　ＡＶ多機能ホール
プ　ロ：Ｂ･ＭＳ･☆Ｐ　ゲスト：荒木　義昭氏・篠ケ谷　紀子さん

秋田コールツーフートスクエアーズ45周年アニバサリー
開催日：2020年10月18日（日）
会　場：秋田県青少年交流センター　ユースパル　
プ　ロ：Ｂ・ＭＳ・Ｐ  ゲスト：伊藤　達彦氏・鈴木　孝子さん

東北スクエアダンスラウンドダンス指導者連絡協議会主催
2019年度第２回ＳＤ・ＲＤ研修会

開催日：2020年３月22日（日）  研修テーマ：「例会を楽しくするため」
会　場：秋田「にぎわい交流館ＡＵ（あう）」
会　費：無料（Ｓ協会員）  講　師：井上　忠志氏

第59回全日本スクエアダンス
コンベンション（北海道）

開催日：2020年８月29日（金）～31日（日）
会　場：札幌コンベンションセンター


