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　コロナウィルス感染が拡大して約１年半が経過します。例会・支部行事などスケジュールが安定しない状況が
続きましたが、ワクチン接種でやっと明りが見え始めました。朝ドラではありませんが「お帰りスクエアダンス」
です
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新型コロナウィルスに負けないで！
コロナ終息後を見すえて！

東北統括支部長　水間　清蔵

　2020年１月から流行した新型コロナウィルスは、まだ衰えず変異株を伴い第４波の感染拡大
で世界的に恐怖と多大な被害を及ぼしています。まん延防止措置、緊急事態宣言等により、ス
クエアダンス界においても、不要不急の自粛要請により、支部事業はもちろん、
クラブ例会等の中止を余儀なくされました。
　2021年度の東北統括支部S協会員登録状況は、クラブ数34（前年度より△２団体）会員数670人（前年より△87人）
と大幅に減少しております。減少の主な理由はコロナ禍にての減少（不要不急により例会自粛等）・高齢化・介護関
係等と思われます。
　しばらくの間は積極的な普及活動は出来ませんが、ワクチン接種後のコロナの終息を願いつつ次のステップ（体
験会・初心者講習会等の開催等）に向けて備えていきましょう。スクエアダンスの出会いふれあいを大切に、会員
との連携・情報交換を密に絆を深めていきましょう。
　そのような社会環境の中での2021年度の支部定例幹事総会は、新型コロナウィルス感染症の影響により、昨年に
続き書面審査となりました。
　つきましては、2021年度支部定例幹事総会「議決権行使書面」の結果（４月20日回答集計結果）について報告いた
します。

　支部幹事数　　（41名）
　議決権行使　　（41名）

　１．第一号議案　2020年度事業報告
　２．第二号議案　2020年度決算報告
　３．第三号議案　2020年度監査報告
　４．第四号議案　2021年度事業計画
　５．第五号議案　2021年度予算
　６．第六号議案　2021年度ローテーション
　７．第七号議案　2021年度ブロック分け
　８．第八号議案　2021年度第３次中期計画

※上記議案につきましてすべて承認されました。また、貴重なご意見等については、今後支部役員会等で検討のう
え、支部運営に反映させていただきます。
　　また、コロナ禍での各クラブの例会開催については、国、県、市町村及びS協の指導指針を徹底して開催され
ますようお願いいたします。
　　最後に、この厳しい社会環境の中ですが、東北統括支部運営にますますのご理解とご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

スクエアダンスは友の輪・人の輪・ダンスの輪編集者のつぶやき
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氏　　名　水間いく子
担　　当　東北統括支部総務
クラブ名　仙台スウィートレディーススクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　散歩
　昨年からのコロナ自粛生活で、私はスクエアダンス以外の趣味がないことに気づかされました。スクエアダン
スのない、人と会えない日々はとてもさみしく、味気のない退屈なものです。今は朝夕のお散歩で体調管理、ダ
イエット（？）をしてます。外の空気の爽やかさ、小鳥のさえずり、草花の美しさに心がいやされます。

　私たちに与えられた自粛生活によって、いろいろ考えること、感じることができたように思われます。
　昨年６月の暫くぶりの例会では、皆さん「会いたかった」「会いたかった」の言葉で喜びにあふれたことを思い出します。例
会の再開、会員との再会が楽しみです。少し慣れてきたコロナ防止対策、尚しっかり確認していく必要があります。我がクラ
ブではソーシャルディスタンスのため、手を繋がず、おもちゃのラケット（もちろんラケットも消毒）で踊っています。ラケッ
トダンスはとても楽しいです。これからもスクエアダンスを通しての出会い、ふれあいを大切に私の唯一の趣味、大好きなス
クエアダンスを楽しんでいきます。

氏　　名　湯村　　豊
担　　当　東北統括支部総務
クラブ名　仙台ZIG・ZAGスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　野菜作り・ゴルフ
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ感染拡大により、ここ１年間はクラブ内行事を含め、例会も振り回されてしまいました。久しぶりに
会員に会うとお互い顔を見て「ホット」する自分がいました。改めてクラブ会員は仲間であり、家族と一緒だ

なと思いました。宮城県は徐々に感染者数が少なくなってきましたが、まだまだ油断することなく落ち着くまで「我慢」「我慢」

氏　　名　佐々木宏子
担　　当　東北統括支部監事
クラブ名　スウィギン・ファンシーズ
SD以外の趣味　旅行
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ感染拡大により、人とのふれあい移動が制限され普通の日常が失われて行くという不自由さを実
感しました。
　また、新しい生活様式など、人生に二度とない貴重な経験をしているのだと思います。そして、人との

繋がりの大切さにも改めて気づかされました。
　コロナが終息した時には、携わった多くの人に感謝し思いっきりスクエアダンスを楽しみたいと思います。

氏　　名　大泉　信子
担　　当　東北統括支部監事
クラブ名　大河原チェリービーンズスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　ドライブ
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　私の趣味はドライブです。自由にどこへでも時間があれば、愛車を運転するのが一番でしたが、コロナ
ウィルス感染拡大で中々好きな所へドライブができなくなりました。コロナ感染が終息したら「いっぱい」
「いっぱい」ドライブするぞ！

S協ニュース原稿を依頼しても、断られる事が多くて困っています。是非、ご協力をお願いします。

S協機関誌編集小委員会委員　春日　幸夫氏からのお願い

HPのアドレスが変更になりました。新しいアドレスは　http://isda-tohoku.com/
携帯電話からQRコードを読み取ると、東北統括支部のホームページを開けます。

東北統括支部HP（ホームページ）担当の渡邊　智和氏から
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題して「ビギナー獲得大作戦」

石　舘　愛　子

　クラブを立ち上げて最初の数年は募集広告を、新聞に掲載す
る、例会場に置く、会員の人達に紹介してもらうの三通りでビギ
ナーを募っていました。
　最近はそれに加えて青森市の広報にも載せてもらっています。
４年位前に試しに例会場近くの住宅に無料体験会のチラシ3000枚
を配布しましたが、このチラシでの参加者はゼロでした。やはり
一番確実なのは会員の知り合いの方に声をかけてもらう方法です
が、いずれ人づても尽きますので、いろいろな方法で募集するよ
う心がけています。
　スクエアダンス体験にあたってまず週１回、連続３回の無料体験会を例会の中で開催します。良い雰囲気にするにはレギュラーの
協力が頼りです。無料体験会では最初はカップルになって曲に合わせて歩きます。そのあと、大きな輪になっていろいろな
Forward&Backなどを取り入れ少し踊り、体験者が場の雰囲気に慣れ、和気あいあいになったら４人で踊ったり８人で踊ったりしま
す。失敗したりするのも雰囲気が和むのにはいいものです。
　最後はまた大きな輪になり、アイコンタクトを忘れず「ありがとう」と言いながらRight＆Left Grandをして終わります。無料体験
が終わるとそのまま入会してもらい、本格的なビギナー講習へと続きます。講習は例会の中で行い間にベーシックかMSを２チップ
くらい入れます。レギュラーは月３回、例会が始まる前の15分位と例会が終わった後の30分位を練習時間としています。前年度の
ビギナーを優先に誘い踊ってもらいます。この時遠慮がちにしていたり、男性役が出来ないことなどで、前年度のビギナーがどうし
ても余りがちですのでこちらにも配慮します。ダンス中、続けて２回以上休まないよう声掛けをします。ちょっと余裕をもって復習
するのに、ちょうど良い機会と考え、前年度のビギナーだけでなく男性役に自信がない人全員に、男性役への挑戦を勧めています。
ビギナー講習中にビギナーが休んだ時は次回の講習時に早く来てもらい、なるべくフォローするようにしています。
　レギュラーの練習時間をどのように確保するかが今の課題です。
　コロナ禍の中、休会再開を繰り返し、数少ない運動の場を取り上げて本当に申し訳ないと思っていますが、もう少し下火になるま
で皆でがまん我慢、どこのクラブもきっと同じ状況かと思います。災いが早く鎮静化することを願うばかりです。

◎2021年度事業計画
　【事業計画概要】

①2021年度の事業計画については、新型コロナ禍で社会状況を把握
し、収束状況を判断しながら

　S協施策に基づき、支部内の課題共有化を図り、問題解決と普及
促進に取り組む。

②スクエアダンスの普及促進と指導者育成のため、各講習会・研修
会を実施する。

③指導者育成のために、指導者連絡協議会との連携を図り指導者の
資質向上を図る。

④ライセンス制度に伴うホルダー研修会・検定会の体制整備
⑤コロナ収束後のSD普及推進策の検討

【主な事業】
　第46回東北SDジャンボリー　2021年10月24日　青森市　
　　担当　東北北ブロック（青森）
　第56回東北ＳＤ講習会　　　　2022年　２月19日　仙台市
　　担当　宮城南ブロック
【主な会議】
　県支部代表幹事会
　　2021年11月28日　仙台市
　　その他に総務役員会・ライセンス委員会
【その他】
　　支部機関誌　年２回発行　　　　148号・149号
　　　ウェブページ　随時更新
【東北SD・RD指導者連絡協議会共済事業】
　第１回SD・RD研修会　　　　　2022年３月13日　　仙台市

2021年度東北統括支部幹事総会（議決権行使の書面での議決）が実施されました。
2021年度支部幹事総会は昨年に引き続き議決権行使の書面での議決により、実施され議決権行使数41名の集約が
行われました。結果、2020年度事業報告・決算報告・監査報告・2021年度事業計画（案）-予算（案）・ローテーショ

ン・ブロック分け・第３次中期計画について、賛成多数により承認されました。
承認されました2021年度事業計画についてご紹介いたします。

東北統括支部内で活動推進に努力されているクラブ紹介
【青森ゆララスクエアダンスクラブ】

（一般社団法人日本スクエアダンス協会）
東北統括支部総務役員メンバーの紹介（８名）

【ブロック分け】　（クラブ名の一部を略称で紹介しています）（クラブ名順序不同）
　（東北北ブロック）

青森県　ホワイトホーススクエアーズ・弘前SDCさくら・青森ゆ
ララSDC・オールエイトスクエアズ　秋田県・秋田コールツフート
スクエアーズ・秋田SDC・SDCアゼリア・秋田SD30　
　（岩手ブロック）

岩手県　フラワー８SDC・盛岡SDC・フラワー８シスターズ・イー
ハトーヴスSDC・レッドストンSDC・SDC“サーモンドリーム”・
盛岡キャラメイツSDC
　（宮城北ブロック）

宮城県　杜の都SDC・仙台SD愛好会・スウィンギンファンシーズ・
スウィートハートＳＤサークル・SDCスウィートメモリーズ・仙台
泉SDCウィングス・仙台ZIG‐ZAGSDC
　（宮城南ブロック）

宮城県　仙台SDC・仙台スウィートレディースSDC・仙台グリー
ンリーブズSDC・亘理ストロベリー Z　大河原チェリービーンズ
SDC・シュガーメイトスクエアーズ・シュガープラムスクエアーズ・
仙台スマイルスクエアーズ
　（東北南ブロック）

山形県　山形SD愛好会・山形SDさくら　福島県　福島SDC・郡
山SDC

氏　　名　水間　清蔵
担 当 名　東北統括支部長
クラブ名　SDCスウィ―メモリーズ
SD以外の趣味
　　　　　登山・コーラス・ハイキング
　むかし！むかし！夫婦で共通の趣味一
つだけでもと！いやいや始めたスクエア
ダンスも、夫婦共々ライフスタイルの一

部となり数十年が経った。そんな中でのコロナ劇！例会も出
来ない日々！なんと退屈なんだろうと…？！東北統括支部機
関誌担当より、SD以外の趣味を寄稿してほしいとのこと
…？！そういえば退職後一度は富士山に登りたい常々思いを
募らせていた。スポーツジムに通い体力を鍛えて富士山へ３
度チャレンジ、３度とも素晴らしい天気に恵まれ、高山病に
も悩まされたが、頂上での影富士、ご来光等景色に魅了され
た。その後クラブ会員の指導により、宮城県内の山々を毎年
楽しんでいる。また、仙台市の生涯学習の仲間と始めた「歴
史巡りの会」は現在60回を超え、地元古の歴史を知ることの
楽しさに今も進行中だ。また、退職後の１週間の今日行く

（教育）ところを埋めるのに苦労していた私を、歴史仲間から
誘われ始めたコーラス、スクエアダンスのシンギング等の勉
強にとの軽い気持ちであったが、ついのめり込んでしまった。

コーラスは団員のハーモニー（チームワーク、スクエアダン
スに似ているところもありますね）がとれた時が最高！あれ
やこれやとコーラスに魅了されていた時に団員から、2011年
の東日本大震災復興祈念事業としての第九コンサートへの誘
い。簡単！誰でもできると？甘い言葉についつい乗ってし
まった。ドイツ語も出来ない私が？不安！であったがチャレ
ンジ。指導者のおかげで無事コンサートを終えた。オーケス
トラ・ソリストとの演奏は初めての体験であり、何とも言え
ない達成感に浸り、興奮冷めやらぬ一日であった。昨年は
ベートーベン生誕250周年の記念すべき第10回第九コンサー
トであったが、コロナ禍により中止となってしまった。残
念！あの感動をもう一度！今年は第10回の計画がこのコロナ
禍の中、開催されるかは未定である。多くの出会いは、刺激
と感動を与えてくれますね！この趣味もいつまでできるか？
無理をせずコツコツと、コロナに負けないで頑張りたい！
　趣味での多くの出会い・ふれあいにより、仲間に支えられ
ているおかげで、今の趣味が出来ることに深く感謝したい！
今はコロナ禍により１週間空白！このところ朝晩水の森公園
ハイキングコース）の散歩でストレス解消！すれ違い時のあ
いさつでも、新たな刺激がある！新型コロナウィルスの終息
をねがいつつ！趣味であるスクエアダンス愛好者の皆様との
出会いを楽しみにしております。

〇東北統括支部総務役員の役割は
　１．県支部との連絡調整、県支部主管の統括支部事業に関する事項
　２．細則、内規の制定及び改廃
　３．共済事業の承認及び実施に関する事項
　４．各専門委員会の要綱の改廃、取り決め（要領）の承認
　５．緊急性のある事項、統括支部長が総務役員会で決定すると判断される事項

氏　　名　佐々木　傳
担　　当　東北統括副支部長
クラブ名　盛岡キャラメイツスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　風景写真と山野草と薔薇
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ禍でSDの活動が思うように出来ない昨今、三密を避け山野草と薔薇等に孤軍奮闘でガーデニング
をしています。猫の額程の庭に山野草と薔薇など植え、花が咲くのを楽しみにしています。植えている山

野草も熊谷草、敦盛草、白根葵、雪餅草等々品数が在り、雪解けと同時に芽を出し手入れに多忙。片や薔薇も剪定や病害虫の
薬剤散布、鉢の土入れ替えや追肥など春期は多忙。多品種の中から四季咲き大輪系で剣弁高芯咲の強香ものを35品種程植栽し、
時には花弁をアルコールに浸し楽しんでおり、コロナの鬱憤を晴らします。

氏　　名　中川　　学
担　　当　東北統括支部財務
クラブ名　仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　映画鑑賞、ゲーム　　
　コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ感染に関しては、Ｓ協の機関誌に色々記事を出したりＳ協の技術委員会と相談しながら、例会での
感染対策発表等のお手伝いをさせて頂いております。皆さんと元気に顔を合わせられることを心待ちにし
ています。

氏　　名　佐藤　英俊
担　　当　東北統括支部財務
クラブ名　シュガーメイトスクエアーズ
SD以外の趣味
　　　　　読書、趣味ではないが、最近は仕事関係でiPadを用いてPowerPointと格闘中
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　例会は５月13日から再開しています。中断前、感染予防対策として、できるだけダンサーと距離を置
き、セットにも入らないようにしていましたが、一度だけMSを踊ったら１チップで息が上がりました。

まずは体力回復と思いますが仕事では慣れないiPad授業に取り組んでいます。
　運動部顧問も復活し、仕事量は増加、この上ダンスやっている時間、取れるのかね…涙

（ビギナー歓迎会）
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題して「ビギナー獲得大作戦」

石　舘　愛　子

　クラブを立ち上げて最初の数年は募集広告を、新聞に掲載す
る、例会場に置く、会員の人達に紹介してもらうの三通りでビギ
ナーを募っていました。
　最近はそれに加えて青森市の広報にも載せてもらっています。
４年位前に試しに例会場近くの住宅に無料体験会のチラシ3000枚
を配布しましたが、このチラシでの参加者はゼロでした。やはり
一番確実なのは会員の知り合いの方に声をかけてもらう方法です
が、いずれ人づても尽きますので、いろいろな方法で募集するよ
う心がけています。
　スクエアダンス体験にあたってまず週１回、連続３回の無料体験会を例会の中で開催します。良い雰囲気にするにはレギュラーの
協力が頼りです。無料体験会では最初はカップルになって曲に合わせて歩きます。そのあと、大きな輪になっていろいろな
Forward&Backなどを取り入れ少し踊り、体験者が場の雰囲気に慣れ、和気あいあいになったら４人で踊ったり８人で踊ったりしま
す。失敗したりするのも雰囲気が和むのにはいいものです。
　最後はまた大きな輪になり、アイコンタクトを忘れず「ありがとう」と言いながらRight＆Left Grandをして終わります。無料体験
が終わるとそのまま入会してもらい、本格的なビギナー講習へと続きます。講習は例会の中で行い間にベーシックかMSを２チップ
くらい入れます。レギュラーは月３回、例会が始まる前の15分位と例会が終わった後の30分位を練習時間としています。前年度の
ビギナーを優先に誘い踊ってもらいます。この時遠慮がちにしていたり、男性役が出来ないことなどで、前年度のビギナーがどうし
ても余りがちですのでこちらにも配慮します。ダンス中、続けて２回以上休まないよう声掛けをします。ちょっと余裕をもって復習
するのに、ちょうど良い機会と考え、前年度のビギナーだけでなく男性役に自信がない人全員に、男性役への挑戦を勧めています。
ビギナー講習中にビギナーが休んだ時は次回の講習時に早く来てもらい、なるべくフォローするようにしています。
　レギュラーの練習時間をどのように確保するかが今の課題です。
　コロナ禍の中、休会再開を繰り返し、数少ない運動の場を取り上げて本当に申し訳ないと思っていますが、もう少し下火になるま
で皆でがまん我慢、どこのクラブもきっと同じ状況かと思います。災いが早く鎮静化することを願うばかりです。

◎2021年度事業計画
　【事業計画概要】

①2021年度の事業計画については、新型コロナ禍で社会状況を把握
し、収束状況を判断しながら

　S協施策に基づき、支部内の課題共有化を図り、問題解決と普及
促進に取り組む。

②スクエアダンスの普及促進と指導者育成のため、各講習会・研修
会を実施する。

③指導者育成のために、指導者連絡協議会との連携を図り指導者の
資質向上を図る。

④ライセンス制度に伴うホルダー研修会・検定会の体制整備
⑤コロナ収束後のSD普及推進策の検討

【主な事業】
　第46回東北SDジャンボリー　2021年10月24日　青森市　
　　担当　東北北ブロック（青森）
　第56回東北ＳＤ講習会　　　　2022年　２月19日　仙台市
　　担当　宮城南ブロック
【主な会議】
　県支部代表幹事会
　　2021年11月28日　仙台市
　　その他に総務役員会・ライセンス委員会
【その他】
　　支部機関誌　年２回発行　　　　148号・149号
　　　ウェブページ　随時更新
【東北SD・RD指導者連絡協議会共済事業】
　第１回SD・RD研修会　　　　　2022年３月13日　　仙台市

2021年度東北統括支部幹事総会（議決権行使の書面での議決）が実施されました。
2021年度支部幹事総会は昨年に引き続き議決権行使の書面での議決により、実施され議決権行使数41名の集約が
行われました。結果、2020年度事業報告・決算報告・監査報告・2021年度事業計画（案）-予算（案）・ローテーショ

ン・ブロック分け・第３次中期計画について、賛成多数により承認されました。
承認されました2021年度事業計画についてご紹介いたします。

東北統括支部内で活動推進に努力されているクラブ紹介
【青森ゆララスクエアダンスクラブ】

（一般社団法人日本スクエアダンス協会）
東北統括支部総務役員メンバーの紹介（８名）

【ブロック分け】　（クラブ名の一部を略称で紹介しています）（クラブ名順序不同）
　（東北北ブロック）

青森県　ホワイトホーススクエアーズ・弘前SDCさくら・青森ゆ
ララSDC・オールエイトスクエアズ　秋田県・秋田コールツフート
スクエアーズ・秋田SDC・SDCアゼリア・秋田SD30　
　（岩手ブロック）

岩手県　フラワー８SDC・盛岡SDC・フラワー８シスターズ・イー
ハトーヴスSDC・レッドストンSDC・SDC“サーモンドリーム”・
盛岡キャラメイツSDC
　（宮城北ブロック）

宮城県　杜の都SDC・仙台SD愛好会・スウィンギンファンシーズ・
スウィートハートＳＤサークル・SDCスウィートメモリーズ・仙台
泉SDCウィングス・仙台ZIG‐ZAGSDC
　（宮城南ブロック）

宮城県　仙台SDC・仙台スウィートレディースSDC・仙台グリー
ンリーブズSDC・亘理ストロベリー Z　大河原チェリービーンズ
SDC・シュガーメイトスクエアーズ・シュガープラムスクエアーズ・
仙台スマイルスクエアーズ
　（東北南ブロック）

山形県　山形SD愛好会・山形SDさくら　福島県　福島SDC・郡
山SDC

氏　　名　水間　清蔵
担 当 名　東北統括支部長
クラブ名　SDCスウィ―メモリーズ
SD以外の趣味
　　　　　登山・コーラス・ハイキング
　むかし！むかし！夫婦で共通の趣味一
つだけでもと！いやいや始めたスクエア
ダンスも、夫婦共々ライフスタイルの一

部となり数十年が経った。そんな中でのコロナ劇！例会も出
来ない日々！なんと退屈なんだろうと…？！東北統括支部機
関誌担当より、SD以外の趣味を寄稿してほしいとのこと
…？！そういえば退職後一度は富士山に登りたい常々思いを
募らせていた。スポーツジムに通い体力を鍛えて富士山へ３
度チャレンジ、３度とも素晴らしい天気に恵まれ、高山病に
も悩まされたが、頂上での影富士、ご来光等景色に魅了され
た。その後クラブ会員の指導により、宮城県内の山々を毎年
楽しんでいる。また、仙台市の生涯学習の仲間と始めた「歴
史巡りの会」は現在60回を超え、地元古の歴史を知ることの
楽しさに今も進行中だ。また、退職後の１週間の今日行く

（教育）ところを埋めるのに苦労していた私を、歴史仲間から
誘われ始めたコーラス、スクエアダンスのシンギング等の勉
強にとの軽い気持ちであったが、ついのめり込んでしまった。

コーラスは団員のハーモニー（チームワーク、スクエアダン
スに似ているところもありますね）がとれた時が最高！あれ
やこれやとコーラスに魅了されていた時に団員から、2011年
の東日本大震災復興祈念事業としての第九コンサートへの誘
い。簡単！誰でもできると？甘い言葉についつい乗ってし
まった。ドイツ語も出来ない私が？不安！であったがチャレ
ンジ。指導者のおかげで無事コンサートを終えた。オーケス
トラ・ソリストとの演奏は初めての体験であり、何とも言え
ない達成感に浸り、興奮冷めやらぬ一日であった。昨年は
ベートーベン生誕250周年の記念すべき第10回第九コンサー
トであったが、コロナ禍により中止となってしまった。残
念！あの感動をもう一度！今年は第10回の計画がこのコロナ
禍の中、開催されるかは未定である。多くの出会いは、刺激
と感動を与えてくれますね！この趣味もいつまでできるか？
無理をせずコツコツと、コロナに負けないで頑張りたい！
　趣味での多くの出会い・ふれあいにより、仲間に支えられ
ているおかげで、今の趣味が出来ることに深く感謝したい！
今はコロナ禍により１週間空白！このところ朝晩水の森公園
ハイキングコース）の散歩でストレス解消！すれ違い時のあ
いさつでも、新たな刺激がある！新型コロナウィルスの終息
をねがいつつ！趣味であるスクエアダンス愛好者の皆様との
出会いを楽しみにしております。

〇東北統括支部総務役員の役割は
　１．県支部との連絡調整、県支部主管の統括支部事業に関する事項
　２．細則、内規の制定及び改廃
　３．共済事業の承認及び実施に関する事項
　４．各専門委員会の要綱の改廃、取り決め（要領）の承認
　５．緊急性のある事項、統括支部長が総務役員会で決定すると判断される事項

氏　　名　佐々木　傳
担　　当　東北統括副支部長
クラブ名　盛岡キャラメイツスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　風景写真と山野草と薔薇
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ禍でSDの活動が思うように出来ない昨今、三密を避け山野草と薔薇等に孤軍奮闘でガーデニング
をしています。猫の額程の庭に山野草と薔薇など植え、花が咲くのを楽しみにしています。植えている山

野草も熊谷草、敦盛草、白根葵、雪餅草等々品数が在り、雪解けと同時に芽を出し手入れに多忙。片や薔薇も剪定や病害虫の
薬剤散布、鉢の土入れ替えや追肥など春期は多忙。多品種の中から四季咲き大輪系で剣弁高芯咲の強香ものを35品種程植栽し、
時には花弁をアルコールに浸し楽しんでおり、コロナの鬱憤を晴らします。

氏　　名　中川　　学
担　　当　東北統括支部財務
クラブ名　仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　映画鑑賞、ゲーム　　
　コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ感染に関しては、Ｓ協の機関誌に色々記事を出したりＳ協の技術委員会と相談しながら、例会での
感染対策発表等のお手伝いをさせて頂いております。皆さんと元気に顔を合わせられることを心待ちにし
ています。

氏　　名　佐藤　英俊
担　　当　東北統括支部財務
クラブ名　シュガーメイトスクエアーズ
SD以外の趣味
　　　　　読書、趣味ではないが、最近は仕事関係でiPadを用いてPowerPointと格闘中
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　例会は５月13日から再開しています。中断前、感染予防対策として、できるだけダンサーと距離を置
き、セットにも入らないようにしていましたが、一度だけMSを踊ったら１チップで息が上がりました。

まずは体力回復と思いますが仕事では慣れないiPad授業に取り組んでいます。
　運動部顧問も復活し、仕事量は増加、この上ダンスやっている時間、取れるのかね…涙

（ビギナー歓迎会）
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　コロナウィルス感染が拡大して約１年半が経過します。例会・支部行事などスケジュールが安定しない状況が
続きましたが、ワクチン接種でやっと明りが見え始めました。朝ドラではありませんが「お帰りスクエアダンス」
です
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新型コロナウィルスに負けないで！
コロナ終息後を見すえて！

東北統括支部長　水間　清蔵

　2020年１月から流行した新型コロナウィルスは、まだ衰えず変異株を伴い第４波の感染拡大
で世界的に恐怖と多大な被害を及ぼしています。まん延防止措置、緊急事態宣言等により、ス
クエアダンス界においても、不要不急の自粛要請により、支部事業はもちろん、
クラブ例会等の中止を余儀なくされました。
　2021年度の東北統括支部S協会員登録状況は、クラブ数34（前年度より△２団体）会員数670人（前年より△87人）
と大幅に減少しております。減少の主な理由はコロナ禍にての減少（不要不急により例会自粛等）・高齢化・介護関
係等と思われます。
　しばらくの間は積極的な普及活動は出来ませんが、ワクチン接種後のコロナの終息を願いつつ次のステップ（体
験会・初心者講習会等の開催等）に向けて備えていきましょう。スクエアダンスの出会いふれあいを大切に、会員
との連携・情報交換を密に絆を深めていきましょう。
　そのような社会環境の中での2021年度の支部定例幹事総会は、新型コロナウィルス感染症の影響により、昨年に
続き書面審査となりました。
　つきましては、2021年度支部定例幹事総会「議決権行使書面」の結果（４月20日回答集計結果）について報告いた
します。

　支部幹事数　　（41名）
　議決権行使　　（41名）

　１．第一号議案　2020年度事業報告
　２．第二号議案　2020年度決算報告
　３．第三号議案　2020年度監査報告
　４．第四号議案　2021年度事業計画
　５．第五号議案　2021年度予算
　６．第六号議案　2021年度ローテーション
　７．第七号議案　2021年度ブロック分け
　８．第八号議案　2021年度第３次中期計画

※上記議案につきましてすべて承認されました。また、貴重なご意見等については、今後支部役員会等で検討のう
え、支部運営に反映させていただきます。

　　また、コロナ禍での各クラブの例会開催については、国、県、市町村及びS協の指導指針を徹底して開催され
ますようお願いいたします。

　　最後に、この厳しい社会環境の中ですが、東北統括支部運営にますますのご理解とご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

スクエアダンスは友の輪・人の輪・ダンスの輪編集者のつぶやき

賛成
41
41
41
41
41
41
39
38

反対
0
0
0
0
0
0
1
1

無効
0
0
0
0
0
0
1
2

氏　　名　水間いく子
担　　当　東北統括支部総務
クラブ名　仙台スウィートレディーススクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　散歩
　昨年からのコロナ自粛生活で、私はスクエアダンス以外の趣味がないことに気づかされました。スクエアダン
スのない、人と会えない日々はとてもさみしく、味気のない退屈なものです。今は朝夕のお散歩で体調管理、ダ
イエット（？）をしてます。外の空気の爽やかさ、小鳥のさえずり、草花の美しさに心がいやされます。

　私たちに与えられた自粛生活によって、いろいろ考えること、感じることができたように思われます。
　昨年６月の暫くぶりの例会では、皆さん「会いたかった」「会いたかった」の言葉で喜びにあふれたことを思い出します。例
会の再開、会員との再会が楽しみです。少し慣れてきたコロナ防止対策、尚しっかり確認していく必要があります。我がクラ
ブではソーシャルディスタンスのため、手を繋がず、おもちゃのラケット（もちろんラケットも消毒）で踊っています。ラケッ
トダンスはとても楽しいです。これからもスクエアダンスを通しての出会い、ふれあいを大切に私の唯一の趣味、大好きなス
クエアダンスを楽しんでいきます。

氏　　名　湯村　　豊
担　　当　東北統括支部総務
クラブ名　仙台ZIG・ZAGスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　野菜作り・ゴルフ
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ感染拡大により、ここ１年間はクラブ内行事を含め、例会も振り回されてしまいました。久しぶりに
会員に会うとお互い顔を見て「ホット」する自分がいました。改めてクラブ会員は仲間であり、家族と一緒だ

なと思いました。宮城県は徐々に感染者数が少なくなってきましたが、まだまだ油断することなく落ち着くまで「我慢」「我慢」

氏　　名　佐々木宏子
担　　当　東北統括支部監事
クラブ名　スウィギン・ファンシーズ
SD以外の趣味　旅行
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　コロナ感染拡大により、人とのふれあい移動が制限され普通の日常が失われて行くという不自由さを実
感しました。
　また、新しい生活様式など、人生に二度とない貴重な経験をしているのだと思います。そして、人との

繋がりの大切さにも改めて気づかされました。
　コロナが終息した時には、携わった多くの人に感謝し思いっきりスクエアダンスを楽しみたいと思います。

氏　　名　大泉　信子
担　　当　東北統括支部監事
クラブ名　大河原チェリービーンズスクエアダンスクラブ
SD以外の趣味　ドライブ
コロナウィルス感染拡大で思うこと
　私の趣味はドライブです。自由にどこへでも時間があれば、愛車を運転するのが一番でしたが、コロナ
ウィルス感染拡大で中々好きな所へドライブができなくなりました。コロナ感染が終息したら「いっぱい」
「いっぱい」ドライブするぞ！

S協ニュース原稿を依頼しても、断られる事が多くて困っています。是非、ご協力をお願いします。

S協機関誌編集小委員会委員　春日　幸夫氏からのお願い

HPのアドレスが変更になりました。新しいアドレスは　http://isda-tohoku.com/
携帯電話からQRコードを読み取ると、東北統括支部のホームページを開けます。

東北統括支部HP（ホームページ）担当の渡邊　智和氏から


