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　今回、2019年頃からSD界に飛び込んだ方30人を紹介しました。その中で加入動機が一番多かったのは「友達に
誘われて」が半数以上、「初心者講習会」「新聞や情報誌の勧誘広告を見て」が５名づつの割合でした。やっぱり、
友達に誘われて加入された方が多かったようです。会員募集の参考にして頂ければ良いと思っています。各クラ
ブの皆さまのご協力ありがとうございました。
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中川新支部長の挨拶

S協東北統括支部支部長　中川　　学
　新しくＳ協東北統括支部支部長になった仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブの中川
学です。皆さん、宜しくお願い致します。
　コロナ禍になって、早２年半、まだまだ落ち着かない日々が続く中、少しずつ社会が動き始
めました。しかし、人の考え方は多種多様であり、中々一律に動くという事は難しいと思いま
す。それは、私たちスクエアダンス愛好者にも同じことが言え、例会をやっと再開したクラブ、県外への移動に慎
重なクラブ、アニバを計画するクラブ、すでにアニバを開催したクラブなど様々なクラブがあり、クラブ内でも色
んな考え方の方がいると思います。
　このような中で、支部長を交代し、何をしたいのか、何の意味があるのかと疑問に思われる方も多いと思います。
今回は、初心表明としたいと思います。
　支部長として行いたい事は、
１．スクエアダンス愛好者を増やす
２．2024年の全国コンベンション（東北統括支部担当）を成功させる
の２つです。
　多くの事は、１人より２人、２人より３人、３人より大勢で行う方が楽しいとされています。スクエアダンスも
同じだと思います。では、具体的に何ができるでしょうか。それは、クラブの例会を活発にし、体験会・初心者講
習会を充実させる事です。例会が活発であれば、例会を休みたくない、もっとダンスをしたいと思う方が増えてく
ると思います。その楽しく踊っているところを目にする機会が増えれば、その輪の中に加わりたいと思われる方も
出てくると思います。楽しんでいる所を見てもらう事が見学、その輪の中に加わりたいと思わせスクエアダンス愛
好者に導くのが、体験会や初心者講習会であると僕は考えます。このコロナ禍で例会がまともにできていないクラ
ブは、以前の楽しい例会が再開できるように、意識して頂ければと思います。例会ができているクラブの方は、１
人１人が意識して、より楽しい例会作りをして頂ければと思います。そして、見学会の案内を出したり、身近な方
を見学に誘ったりしてみませんか？見学者がスクエアダンスに興味を持ったら、体験会や初心者講習会を開いてみ
ませんか？一朝一夕に全ての事ができるとは思いません。ただ。それぞれの方が少しでも前を向き、自分の歩き出
せるペースで着実に歩を進めて見て頂ければそれで良いと思います。
　もう１つの、2024年の全国コンベンションに対しては、まだまだ五里霧中な状況ですが、スクエアダンス愛好者
が１人でも増え、皆が集まって楽しく過ごしたいという気持ちをお持ちの方が増えるほど、成功に繋がると信じて
います。
　このコロナ禍で、人の考え方、動き方が多種多様である事が物凄く良く分かりました。そして、動き出すには、
物凄く勇気が必要な事も分かりました。よって、僕自身、支部長としての任期中、次の２つ事を心掛けていきたい
と思います。
１．違うスピードで動いている方をキチンと受け入れる心の広さを持つ事
２．どんな事でも、少し勇気を出して１歩前へと足を進める事
　それだけ？と思われた方もいると思います。ただ、皆様と真剣になって向き合う事、自分自身が前を向き歩いて
いる姿をお見せする事が、皆様に支部長だと心より思って頂くための第１歩と考えます。また、その事が、スクエ
アダンスの今後を考える上で、重要な事につながると信じています。
　僕の考えに賛同して下さる方は、是非、上の２つの気持ちを持ちながら行動して下さい。そうすれば、同じよう
に考え動いている方が見えてくると思います。１人、また１人と仲間が増える事が見える事は、喜びにしかならな
いと思います。それで良いのではないでしょうか。
　まだまだ、未熟で皆様に多々ご迷惑をお掛けするとは思いますが、お導きの程宜しくお願いします。
　今後とも、一緒にスクエアダンスを楽しみましょう。

編集者のつぶやき

東北統括支部　2022年度第１回ライセンスホルダー研修会開催のお知らせ
S協ライセンス保持者が受ける研修会です！　　研修日　2022年11月27日（日）
会場　仙台市内　　研修時間　10時30分～13時00分　　討議の時間も有ります。

研修内容 医学的見地からのダンスの効用
講師：中川　　学 氏

SD/RD/CWDでの音楽利用上の留意点
講師：青山　正樹 氏

第47回東北スクエアダンスジャンボリー開催

開　催　日　　2022年11月20日（日）　10時00分～ 15時00分
開 催 場 所　　日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センタ－）
プログラム　　MS（☆チップ　P・AD・RD）
参 加 定 員　　120名
参 加 会 費　　Ｓ協会員　2,000円　　非Ｓ協会員　3,000円

笑顔いっぱいにプラマネード若い者に負けられない！お久しぶりですね！

パーティ情報

　とても楽しいです。50年以上前、フォークダン
ス例会でスクエアダンスを踊った事がありました。
まさか、また、踊ることになるとは、すっかりハ
マッています。

伊藤　みち子さん
シュガーメイト　スクエアーズ
2019年４月
友達に誘われて
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2022年度Ｓ協東北統括支部定例幹事総会が開催され支部役員体制が変更になりました。

統括支部長　　　中川　　学（仙台グリーンリーブズSDC）
副統括支部長　　青山　正樹（杜の都スクエアダンスクラブ）
　　　　　　　　水間　清蔵（SDCスウィートメモリーズ）

総務役員（含む支部長・副支部長）
財務担当　　佐々木　宏子（スウィンギン　ファンシーズ）
　　　　　　水間いく子（仙台スウィートレディースSDC）
総務担当　　佐々木　傳（盛岡キャラメイツSDC）
　　　　　　湯村　　豊（仙台ZIG・ZAGSDC）
監　　事　　佐藤　英俊（シュガーメイト　スクエアーズ）
　　　　　　倉橋　道子（仙台スクエアダンスクラブ）

県代表幹事　青森　石舘　愛子（青森ゆララSDC）、秋田　春日　幸夫（秋田SD30）
　　　　　　岩手　佐々木　傳、宮城北　水間　清蔵、宮城南　中川　学
　　　　　　山形　渡邊　智和（山形SD愛好会）福島　岩野　龍彦（福島SDC）
常設委員会　支部ニュース担当　　 湯村　　豊
　　　　　　支部Ｗebページ担当　渡邊　智和
評定委員（コンベンション・ジャンボリー等の評定等）
　　　　　　中川　　学（委員長）、  青山　正樹、水間　清蔵、水間いく子
東北支部ライセンス委員会
　　　　　　青山　正樹（委員長）、水間　清蔵、水間いく子、中川　　学、佐藤　英俊

〇中川新支部長挨拶　　東北支部の活性化を第一に活動しますので各自ご協力ください。
　　　　　　　　　　　新しい人の獲得に尽力します。
〇青山新副支部長挨拶　次回のコンベンションを見据えて取り組みます。ご協力ください。
〇水間新副支部長挨拶　次回のコンベンションと東北支部の取り組みにご協力ください。

〇水間副支部長より、2024年全日本SDコンベンションin東北について、まだ決定ではないが、会場を仙
台市青年文化センター（日立システムズホール仙台）を予定、民間のホテル等は大変高額のために、公
共のホールを予定しています。

〇Ｗebページ担当渡邊氏より、ホームページについて、パーティなどの予定があれば、連絡をください。
カラフルな写真などをHPから投稿お願いします。

　2022年４月24日（日）仙台市黒松市民センター会議室において、東北統括支部2022年度定例幹事総会が
開催されました。議事に先立ち水間支部長の開催挨拶があり「２年ぶりの対面による総会開催の感謝と全
国的な会員数の減少（約9,700人）に伴う、普及活動の取り組み要請、そして２年後の2024年に仙台で行わ
れる予定のコンベンションへの協力要請」を話されました。総会はコロナ感染の影響により、出席者が21
名（委任状15名）で、議長に佐々木傳氏、書記に岩野
龍彦氏が選出され、2021年度の事業報告・決算報告・
監査報告が各担当から行われ、それぞれ承認されま
した。ほとんどの事業はコロナ禍のため中止となり
ましたが、実施された事業等は定例幹事総会（書面審
査）、県支部代表幹事会（対面より実施）、支部総務役
員会５回、東北SR指協研修会はリモート開催されま
した。決算報告では決算書の内容が読めないので大
きな文字への要請があったが、次回の報告には検討
し見やすくすると回答しました。審議事項に入り、
各担当より2022年度事業計画（案）が各担当から提起
されました。

①第43回東北RD講習会：コロナ禍により中止としたい。
②第57回東北SD講習会：実施の予定、コロナ禍の状況を確認中
③第47回東北SDジャンボリー：日帰り開催で11月中の実施予定
④ライセンスホルダー研修会＆検定会：Ｓ協本部から開催指示が有り、検討しながら進めていく。
・東北SR指協研修会：10月16日（パソコン研修）、１月29日予定（研修内容別途）
　議案に対する主な意見質問等
・ライセンスに対する質問（石舘さん） ライセンスはFD・SD両方取る必要があるか
　回答：個人の判断で決めて欲しいが、出来ればFDも持って欲しい、学校関係で教える時有利。
　2022年度事業計画（案）①～④については承認されました。
⑤2022年度予算（案）について中川財務から報告があり、承認されました。
⑥2022年度ローテーション（案）　予定通り実施され、2024年の東北地区で開催されるコンベンション
 　の会場予約が未定なので危惧されます。
⑦2022年度ブロック分け（案）　　３クラブが退会されました。670名から592名に減少
 　仙台SDCが仙台南ブロックから仙台北ブロックに変更
⑧2022年度第４次中期計画（案）　コロナ禍は減少傾向、Ｓ協指針に基いて普及活動の推進
 　初心者講習会、体験会で若い方を誘いましょう。
⑤～⑧について承認されました。
⑨規約改定（案）について内容の修正意見が有り、修正に賛成意見も出て承認されました。
⑩役員改選議案
　冒頭、水間支部長から、長年役員を担当させていただき感謝いたします。今後は若い方にバトンタッ

チして任せたいと思います。コンベンションについては協力を惜しみませんとの発言がありました。
　統括支部長に自薦・他薦を提案した結果、青山正樹氏・中川学氏が立候補しました。

・青山氏の決意表明：ブロック分けのない時代に、支部長を経験、Ｓ協本部の組織改正に尽力
・中川氏の決意表明：支部の活性化を目標に尽力、Ｓ協については今後もコロナ対策に尽力
　選挙となり、中川氏（17票）、青山氏（４票）の開票結果により、中川学氏が支部長に当選
　副支部長については、１名から２名について承認され、中川新支部長のやり易い方をとの意見もあ

り、青山正樹氏と水間清蔵氏の両氏が了承されました。

2022年度新役員 （敬称略）

安心してスクエアダンスを踊るために
マスクの着用、チップ終了毎に手洗い・消毒の徹底、こまめに換気を！
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― 我がクラブの新人紹介 ―
　2019年12月に発生したコロナウィルスの感染拡大により、クラブ例会を含め、活動の制約が約２年半
続きました。６月に入り徐々に感染者数が下降ぎみになり７月には、グリーンリーブズ SDCのアニバー
サリーが予定されています。いよいよ各クラブの新人ダンサーのパーティーデビューがスタートします。
この期に新人ダンサーをアンケート方式にて、ご紹介いたします。尚、写真掲載を辞退された方がおられ
ます。ご了解ください。

　スクエアダンスを踊って楽しいでもむずかしい。
仲間に助けられ何となく踊れた気分、脳の活性化
や足腰の鍛錬になるかと長く続けたいと思います。

柴田　光子さん
宮古SDCサーモンドリーム
2021年11月加入
友達に誘われて入会

　コーラーさんの指示を聞いて軽快に動くSDは頭
の体操と手足の運動を兼ね備えて、例会後は気分
爽快でとても心地よく感じます。

川村　美智恵さん
宮古SDCサーモンドリーム
2022年１月
初心者講習会

　コーラーさんのリズミカルな声を聴きながら、
そのテンポに合わせて動くことの気持ちの良さに
ひかれ、とても楽しいと思った。

藤谷　法子さん
宮古SDCサーモンドリーム
2021年11月
FDをしていたのでSDを
知りました。

　足の運動になるかと思い入会しましたが、むし
ろ脳トレでビックリ！今はコーラーさんの声に耳
を傾け脳と足をフル回転している日々です

下脇　紀子さん
レッドストーンSDC

（岩手県）
2019年４月
友達に誘われて

　最初は苦痛でしたが、覚えるにつれ楽しくなっ
てきました。何とか続けられそうです。

小山　初子さん
盛岡スクエアダンスクラブ
2022年１月
友達に誘われて

写真掲載辞退

　難解の様で楽しく、早くコーラーの指示に適え
られる様努力中

室屋　紗貴子さん
盛岡スクエアダンスクラブ
2022年５月
偶然にスクエアダンス講
習会場に出会い、見学後
入会しました。

　会長さん初め、先輩方が優しく指導してくださ
るので少しずつですがスムーズに踊れるように
なって来ているので楽しいです。

算用子　田鶴子さん
青森ゆララスクエアダンス
クラブ
2019年５月
新幹線乗車時、隣席のクラ
ブ会長を思い出し、クラブ
を訪問したのがきっかけです。

　コーラーさんの指示を聞き取れない事があるの
で、早く理解して楽しく踊りたいです。

倉田　雪江さん
青森ゆララスクエアダンス
クラブ
2020年９月
友達に誘われて

　入会目的が脳トレと軽い運動ですが、スクエア
ダンスは最高と感じながら、仲間と楽しく踊って
います。

盛　こずえさん
青森ゆララスクエアダンス
クラブ
2019年５月
友達に誘われて

　47年ぶりに67歳から始めたSD、最初は戸惑い
ましたが今は夢中です。昨年２月からはPlusに
なり、月に11回無欠席で楽しんでいます。

髙森　泰樹さん
青森ゆララスクエアダンス
クラブ
2019年５月
新聞の勧誘広告を見て

　楽しいの一言につきますが、うまくいかないこ
とが度々、落ち込むことも。ん！気にしない・気
にしない。だってとても楽しいんだもん！

森川　槙子さん
青森ゆララスクエアダンス
クラブ
2019年４月
新聞の勧誘広告を見て

　見学のつもりが皆さまとても生き生きと踊られ
てるのを見て、健康の為と脳の活性化の為にと３
年間頑張ってたのしんでおります。

両角　和子さん
弘前スクエアダンスクラブ
さくら
2019年１月
友人に誘われて

　週一度のダンスですが、体と頭の若返りになっ
ていて充実感があります。
　健康のために続けたいと思います。

福井　綾子さん
弘前スクエアダンスクラブ
さくら
2019年５月
友達に誘われて

　コーラーさんの声に合わせて踊るのは大変です
が楽しいです。早く上手く踊れるようになりたい
と思います。

駒井　啓子さん
弘前スクエアダンスクラブ
さくら
2019年６月
友達に誘われて
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　体を動かすのが好きで、FDサークルに12 ～ 13
年ママさんバレー、60過ぎて卓球、そして今は週
１回のダンスサークルが私の楽しみになりました。
宜しくお願いします。

成田　任津子さん
弘前スクエアダンスクラブ
さくら
2019年
友達に誘われて

　覚えたての動きを混乱しながらも体に刻み込ん
でそれが内なる喜びになり先輩方の励ましは意欲
と力を与え、こんなスポーツ他にありますか！

森　純子さん
山形スクエアダンス愛好会
2019年４月
友達に誘われて

　週１回の練習ですが頭と体を使ってリフレッ
シュしています。このところ、足や腰にガタが来
てしばらくお休みしていましたが久々のダンスで
エネルギー満タンに‼皆に会えるのは楽しいよ‼

中尾　壽美子さん
秋田スクエアダンス30
2019年４月
新聞の勧誘広告を見て

写真掲載辞退

写真掲載辞退

　とても奥が深く納得するまで時間がかかります。
脳と動の追いかけっこです。

佐藤　信子さん
秋田スクエアダンス30
2019年５月
友達に誘われて

　SDは私を、心身ともに健康にしてくれます。
先輩方の“明るい生き方、考え方”にも魅せられ
ています。

佐藤 ひろ子さん
山形スクエアダンス愛好会
2019年４月
新聞の加入広告を見て

　軽快な音楽とコールに合わせて流れに乗って踊
る快感は最高！体がついていける限り続けて行き
たい。

高橋　昇さん
SDCスウィートメモリーズ
2020年10月
初心者講習会

　練習の度に緊張の連続です。踊る楽しみなど、
まだまだ未知数、でも先生の厳しい中にもユーモ
アある指導や諸先輩方のいつも優しいサポートに
少しずつ早く踊れる様になりたいと思います。

藤原　貴美さん
SDCスウィートメモリーズ
2022年２月
友達に誘われた

　無理のない運動と判断力を養う、脳トレと体力
保持に良いと思います。

嶋田　晶治さん
SDCスウィートメモリーズ
2021年11月
友達に誘われて

　水間いく子さんに誘っていただき、運動不足解
消・認知症予防にと思い切って入会しました。失
敗してセットを壊したときは、初心者の仲間と慰
めあっています。楽しく一日でも長く踊りたいと
思っています。

菊池　ゆう子さん
仙台スウィートレディース
SDC
2020年３月
友達に誘われ、初心者講習会

　先輩の笑顔と心地よい雰囲気の中で、毎回楽し
く参加しています。いつの日か美しく踊れる事を
夢見て続けていきたいと思っています。

吉川　朋子さん
SDCスウィートメモリーズ
2022年３月
情報誌の募集欄を見て

　ただ歩くだけと聞いていましたが、結構難しく
間違えることが多いですが、先輩さん方に手を
引っぱって頂き何とか！

小山　弘子さん
シュガープラム  スクエアーズ
2019年４月
友達に誘われて

　とても楽しく、私の将来に希望を与えてくれました。

岩井　美保子さん
仙台グリーンリーブズSDC
2019年８月
初心者講習会

　自分自身の健康とボケ防止（？）のためかしら？

本郷　澄恵さん
シュガープラム  スクエアーズ
2019年４月
友達に誘われて

　楽しみが出来て人生を豊かにしていただいてい
ます。皆様とお話が出来て良いです。

峰　一臣さん
仙台グリーンリーブズSDC
2018年８月
初心者講習会

　中々ダンスを覚えることが出来ず、いつも悩ん
でいます。脳トレ、運動になり引き続き何とか継
続して行きたいと思っています。

久保田　悦司さん
仙台グリーンリーブズSDC
2018年８月
初心者講習会
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　今回、2019年頃からSD界に飛び込んだ方30人を紹介しました。その中で加入動機が一番多かったのは「友達に
誘われて」が半数以上、「初心者講習会」「新聞や情報誌の勧誘広告を見て」が５名づつの割合でした。やっぱり、
友達に誘われて加入された方が多かったようです。会員募集の参考にして頂ければ良いと思っています。各クラ
ブの皆さまのご協力ありがとうございました。
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中川新支部長の挨拶

S協東北統括支部支部長　中川　　学
　新しくＳ協東北統括支部支部長になった仙台グリーンリーブズスクエアダンスクラブの中川
学です。皆さん、宜しくお願い致します。
　コロナ禍になって、早２年半、まだまだ落ち着かない日々が続く中、少しずつ社会が動き始
めました。しかし、人の考え方は多種多様であり、中々一律に動くという事は難しいと思いま
す。それは、私たちスクエアダンス愛好者にも同じことが言え、例会をやっと再開したクラブ、県外への移動に慎
重なクラブ、アニバを計画するクラブ、すでにアニバを開催したクラブなど様々なクラブがあり、クラブ内でも色
んな考え方の方がいると思います。
　このような中で、支部長を交代し、何をしたいのか、何の意味があるのかと疑問に思われる方も多いと思います。
今回は、初心表明としたいと思います。
　支部長として行いたい事は、
１．スクエアダンス愛好者を増やす
２．2024年の全国コンベンション（東北統括支部担当）を成功させる
の２つです。
　多くの事は、１人より２人、２人より３人、３人より大勢で行う方が楽しいとされています。スクエアダンスも
同じだと思います。では、具体的に何ができるでしょうか。それは、クラブの例会を活発にし、体験会・初心者講
習会を充実させる事です。例会が活発であれば、例会を休みたくない、もっとダンスをしたいと思う方が増えてく
ると思います。その楽しく踊っているところを目にする機会が増えれば、その輪の中に加わりたいと思われる方も
出てくると思います。楽しんでいる所を見てもらう事が見学、その輪の中に加わりたいと思わせスクエアダンス愛
好者に導くのが、体験会や初心者講習会であると僕は考えます。このコロナ禍で例会がまともにできていないクラ
ブは、以前の楽しい例会が再開できるように、意識して頂ければと思います。例会ができているクラブの方は、１
人１人が意識して、より楽しい例会作りをして頂ければと思います。そして、見学会の案内を出したり、身近な方
を見学に誘ったりしてみませんか？見学者がスクエアダンスに興味を持ったら、体験会や初心者講習会を開いてみ
ませんか？一朝一夕に全ての事ができるとは思いません。ただ。それぞれの方が少しでも前を向き、自分の歩き出
せるペースで着実に歩を進めて見て頂ければそれで良いと思います。
　もう１つの、2024年の全国コンベンションに対しては、まだまだ五里霧中な状況ですが、スクエアダンス愛好者
が１人でも増え、皆が集まって楽しく過ごしたいという気持ちをお持ちの方が増えるほど、成功に繋がると信じて
います。
　このコロナ禍で、人の考え方、動き方が多種多様である事が物凄く良く分かりました。そして、動き出すには、
物凄く勇気が必要な事も分かりました。よって、僕自身、支部長としての任期中、次の２つ事を心掛けていきたい
と思います。
１．違うスピードで動いている方をキチンと受け入れる心の広さを持つ事
２．どんな事でも、少し勇気を出して１歩前へと足を進める事
　それだけ？と思われた方もいると思います。ただ、皆様と真剣になって向き合う事、自分自身が前を向き歩いて
いる姿をお見せする事が、皆様に支部長だと心より思って頂くための第１歩と考えます。また、その事が、スクエ
アダンスの今後を考える上で、重要な事につながると信じています。
　僕の考えに賛同して下さる方は、是非、上の２つの気持ちを持ちながら行動して下さい。そうすれば、同じよう
に考え動いている方が見えてくると思います。１人、また１人と仲間が増える事が見える事は、喜びにしかならな
いと思います。それで良いのではないでしょうか。
　まだまだ、未熟で皆様に多々ご迷惑をお掛けするとは思いますが、お導きの程宜しくお願いします。
　今後とも、一緒にスクエアダンスを楽しみましょう。

編集者のつぶやき

東北統括支部　2022年度第１回ライセンスホルダー研修会開催のお知らせ
S協ライセンス保持者が受ける研修会です！　　研修日　2022年11月27日（日）
会場　仙台市内　　研修時間　10時30分～13時00分　　討議の時間も有ります。

研修内容 医学的見地からのダンスの効用
講師：中川　　学 氏

SD/RD/CWDでの音楽利用上の留意点
講師：青山　正樹 氏

第47回東北スクエアダンスジャンボリー開催

開　催　日　　2022年11月20日（日）　10時00分～ 15時00分
開 催 場 所　　日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センタ－）
プログラム　　MS（☆チップ　P・AD・RD）
参 加 定 員　　120名
参 加 会 費　　Ｓ協会員　2,000円　　非Ｓ協会員　3,000円

笑顔いっぱいにプラマネード若い者に負けられない！お久しぶりですね！

パーティ情報

　とても楽しいです。50年以上前、フォークダン
ス例会でスクエアダンスを踊った事がありました。
まさか、また、踊ることになるとは、すっかりハ
マッています。

伊藤　みち子さん
シュガーメイト　スクエアーズ
2019年４月
友達に誘われて


