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2020年度　支部定例幹事総会報告と

例会の再開にあたって

勅ヒ統折支部長　水間　酒蔵

2020年1月に日本で新型コロナウイルス感染者が報告されてから7かJ‾上　驚くほどの速さで

El本中に蔓延し恐怖と不安を感じたことでしょう：E私たちスクエアダンス愛好者も緊急事態宣
弓一ゴー1

冨により自粛活動をとってきました．ド　今まで当たり前の行動が当たり前にできなくなったことで、ますますスクエ

アダンスの出会い・ふれあい・そして平穏であることの大切さを感じたことでしょう！その後緊急宣冨の解除によ

り自粛要請制限が緩和され例会も徐々に再開されてきました‡～）例会の開催にあたっては、感染が拡大していくこの

環境の中でクラブ活動も巌しい環境の中にあります，二：会i二日二の連携・情報交換・S協がすすめている2カップルダ

ンス等を積極t裾二取り上げて、お圧いのコミュニケーションを深めていきましょう一　7月以降東京はじめ感染者が

過去最多と感染拡大に苗止めがかからない状況です㌻＿：支部内でも例会がスタートしておられるクラブもありますが、

例会開催にあたっては、回・県・市町村・S協等の感染防止策（3密：密閉・密集・密接）を遵守して、且、念には

念を入れての対応をお願いいたします

スクエアダンスは「友の輪・人の輪・ダンスの輪」を旨に、コロナウイルス感染症の早い終息を願いつつ、皆様と

の山会いを楽しみにしております．

さて、2020年度の支部定例幹事会は、紳棋二川ナウイルス感染症防JLのために、事前に幹串の方々へ、書面審議

の連絡を行った上での習面審議とさせていただきました　2（ゾ）20年度4月1日現在の東北統折支部の川体数は36団

体、幹事数45名です仁＿）議決権行使吾面回符膏の返送打数は43名、末提出者（二棄権）2名り寺i務局での集計の結果を

宰相～させていただきますi二㌦洋細につきましては、狛冊押‖拍）方々へお渡しいたしておりますのでご確認願いますり

議決権行使内容

第1号議案

第2号議案

第3払議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

第7号議案

その他

2019年度串業報苦

2019年度決算報告

2（）19隼度監査報告

2（＿）20年度事業計画（：案）

2（）2（）年度予算（案）

2（）20年度ローテーション・ブロック分け（案、き

規約について

役目改選

中期計i帖こついて

＿上記すべて承認されました．ニE　また、貴二重なご意見等多数いただき今後の支部運営に反映させていただきます二。

また、2020年度の事業につきましては、先般総務役員会にて検討しました＝現在の新型コロナウイルス禍での串

業の開催は、3密（密閉・密集・密接）を帖堕して安全性を確保するには困難との事で、残念ですが中止と判断致し

ましたLr。会員の方々のご理解を賜りますようお願いいたしますL′，
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東北県・支部代表者からの現況報告とエール
全国でまだコロナウイルス感染拡大が落ち着かない状況ですⅠ∴東北のコロナウイルス感染者数は全国的には少ないの

ですが、各クラブの制制二よi日刊会状況が違っています∴∴各県代表者に口供のクラブ例会状況を紹介して頂き、

自県のダンサーへ「エール」を送って頂きました．」

岩手県内SDクラブ会員への
メッセージ

岩手県支部代大昔　佐々木　仲

6．才一日二間催された片手県SD連絡協議会上～t

役会議で片手Sl）連絡協議会主催の骨業、そ

して、7日に開催された束北枕折支部総務役目会で純情友部主

催の202（）隼度のJJi業は、全てがコロナウイルス感染防l上等から

申lLとなりました．L　また、県内各クラブのアニバはじめ椚種
パーティーや体験会、初心首講習会等も軒亜み中山となりSI）

狸では最悪隼となりました，午封二束北ジャンボリーには、主管

県内SD余日の総結集を企てての車lHまショックでした：ノ　しか

し、工1抑制日封lト来かね、参加音の命、不安の解消は出来ませ

ん

来コロナウイルス感染者が全国ただト一雄しだけでしたが柁念な

がら7け卜旬に陽牲宵が発生し、本1日8　2桝現在で1（）名と

なり、これ以卜の拡大にならないことを祈っていますノ

県内SI）クラブの例会は休会後、再開はまちまちで、早いク

ラブは6JJから、遅いクラブは9月からスタートと聞き及んで

います．．㌧∴密を守るべく、マスク、汀構、換知は勿論、それ′ご■

れ創意HI：来し、S協の予防策を美行に移し、再閃していノ5．．

岩手県内のダンサーの皆さんへ

是非、現在のコロナ榊でSI）が川瀬なかった苦境を乗り越え、
このピンチをチャンスへと収束後のSI）の楽しさを爆発させる

べく機会を目指し、各クラブ例会で研新しで頂きたいと思いま

す。片手県SI）連綿協議会はその機会を企てて参ります。

吉森ゆララSl、）C　石舘　愛子

ここ吉森もねぶたが回二にな減損しい夏です三，

お盆も終わり相関は暑いとはいえ朝晩に吹く風、

虫の声に秋を感じます誹浩内のクラブに今のと

ころ感染昔が出ていないのでホッとしています．ノ

コロナが広がり始めた3日から休会にし、5

JJの役目会での証し合いの結果、マスク新川は勿論、人数は2セッ

ト以内になるようにし、休憩の椅召ま－一つ閃きに、休憩時問は換気

に注意して少し．長めに取り、ミーテナング時のおやつは無し、素手

の人は1才、ソプ毎に手指の消毒、クラブのある津軒地区に感染者が

＝たら即休会として6日から例会の再開を決定しましたE再開にあ

たり、S協からの注意に洋上Jた感染防止対策、例会参加条件、例会

プログラムを丈吉にして余日に送付しました　6月は2セットで問

桐を広めにとりて踊りたりもしましたが、長いお休みだったのでビ

ギナーさんは怯礎からゆりく軒復習することが人車でリラ、ソクスす

ると思いました

7才‖こ昔森市に感染者が出たため再度休会にし、8月の再閲前

に再度文膏を送り第3週から始めています．．やはり踊ると心身とも

にストレス解i削こなりますよね．みんなとお前も弾みますしね
′沖lのことでスクエアダンスが私の′日石のr▲部で元気の素

だ′Jたと再碓認しました・；

リ日月、4週日は無料体験会を予定していますが先が見えま

せん　今まで細鋸ノたことのない状況の申、余日のモチべ－

シ」ンを引き上げ、退会者を防ぎクラブを維持するだけで精一

杯で十　涼しくなったら少しずつ伴が扉つてくれるといいなと

忠一Jていま十　踊′了⊂いるひと時だけでも新型コロナのことを

忘れて楽しみたいですね‘コロナが少しゾでも下火になることを

裾－jています

吉森県内のダンサーへ「今は．試練の時」

秋田県代表

秋川スクエアダンス：3（）春日　幸夫

県内に4クラブがあり、内3クラブは3へ

6月は休会していました．巨　7日からは活動削

隈が緩和されて、例会を始めていますぐもう
－一つのクラブは複数の体調不良の方がいて、2JJから継続して

休会中です、
コロナウイルスに対するS協からの指示に従った取組状況

1．会場の換気、会場への消毒薬の設匪

2．マスクの新川、手袋の使川

3．スイングは当分行わない．

4．1チップを如めに休憩時問を長く取り、いつもより終

J’時間を早めている

5．休憩時のミーナイングは、間隔を空けて座っている

6．1十分の体調を見て、例会出席を呼び掛けている

秋川県内のダンサーへ

「コロナウイルスの第2波感染が仝I郎勺に拡大しています。例

会では留意■甚項を守って感染や防に努めると典に特に夏場は熱

中症予防にも卜分；ほ付け、健康節理に努めましょう！」

山形県代表者

Il刷乏SI‾）愛好会　渡連　軒和

コロナ感染のため今年の行車はほとんど粟

施できていません）、

4日1日の初心者講習会lい1上▲1月15日の

クラブ総会申直、総会賢料を会と‖二送付してi川直結査で承認し

てもらいました㌻～　例会も申．1上しコロナ感染が収ま′†Jできた7JH

Hに弘前連絡網で案内して、例会のあり方を考えてもらい、ど
のようにしていくか、無理をしないで参加＝Iト来る人は例会を開

催しようとなり∴う（）分ほど足憎らしの踊りをおこないました、

7㌢JJ1511に参加＝来る人でベーシック、MSを粟施しましたが、

動作を忘れている人が多く、コーラーも大変でした．，∴マスクを

し、1チップ終わ′Jた後に手を消壷感染にも気を付けましたが

マスクしての踊りは疲れ、2時I服弱で1仁めました，，

射Jはお盆で人の行き来が多くなるとで、～‖Jの例会はI州二し

た万が良いとの意見が多くあり、中臣となりました・（9日から

は例会Ilを半分にして黒地する予定です

Il川‥…スクエアダンスさくらは現在休会中です∴開始について

は余日で詔をして決定していくそうです．E

山形県ダンサーへ

「コロナウイルスと沸きに注意しましょう」
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・

－

・

J

　

・

∫
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東北県・支部代表者からの現況報告とエール

福島県代表者

福島SDC　岩野　龍彦

裾鳥県では2つのクラブの活動状況を報告します．。4月から休．1卜しておりました例会について、郡山SDC

については7日初めのミーティングにて、7月から3密を避け、SD協会及び施設の方針に従って徐々に開始し

ております

福島SDCにおいては8日初めにミーティングを聞き、8月から月3恒Iの例会をスタートした所であります．J

何れも囲、県、施設、協会の方針に従って心配しながら踊り始めております。

福島県内のダンサーへ

「コロナにかからない、うつさないを目標に頑張りましょう」

宮城県内の状況

宮城県は6日の非常串態解除から例会を実施しているクラブは現在も継続して、例会時間を縮小して粟施していますニ
クラブ内の諸rF榊嗣こより、9．日現在でも本格的な活動を休lLしているクラブもあり、宮城県内での清動が一門している状況には

なっていませんり　今も、いつ市民センターが使えなくなってしまう車に戦々恐々となっています′

宮城県内のダンサーへ

「今こそクラブが一丸となって　人肌に、そして慎重に行動しましょう！」

青森県のクラブから
ゝ・T′随瑚・駁㌣帯十Ⅴ■J二号γ乍‘ナ卿畢◆オーここ：小1∴；‾ユニ亘る、㌦ヽ

オールエイトスクエアーズ

▼

藤日二I　隆d

3日から休会中です．了世附的なコロナウfルス感染拡大が終息するまでは程遠いと考えますが、感染状況が

終息の兆しを見せた段階で、1チップ毎の消毒を前損に、余日の意向を尊重して再開したい．

‘賞（一i′；笥1り卓

ホワイトホーススクエアーズ

富田　正子

3月初めから6廿末まで、会場の公1朋ての閉館に伴い活動が停止し、7JJから会場は使川できたが、スクエ

アダンスは密なスタイルの踊りなので公艮飾側から自粛を要請された．クラブの会£－iはほとんどが70歳以．卜の

高リスク集川なので、活動を再関しても欠席首が多く、セットを組めない吋能姓が高く、万が皿弓舌動が原因で

感染者が出たら、村社会の八■Jrでは今後スクエアダンスの活動が出来なくなる恐れがあるり　以上を考慮し7月3（川のミーティン

グで取り合えず3月末まで活動休直と決定しました．．2

健康的で楽しいスクエアダンスサークルは何処へ

弘前スクエアダンスクラブさくら　松井志津彦

今年2日頃、横須賀に居た自分はそれはもうダンスの例会けr塚ベルベットSI＿）Cトヒ近郊のアニバ参加と満喫

していました。まだコロナは感染が拡大する前で侮っていました＝　しかし徐々にコロナは蔓延し「鎌倉ビーチ＆

スター」他、軒並みにクラブアニバがl巨LL、クラブの例会も休＿lhこなり、3日来津軽の雪融けを待ち帰郷をと．、う．

弘前、東京の子供たちに猛反対されながら14「膵】のlrI宅待機を条件に帰郷に－≠箱根での泊まり込みの神奈川県のスクエアダンス講

習会が懐かしい思い出です．∴。

例年弘前さくらは4．月のお花見に合わせてアニバを開催していますがそれもl州訂二．∴　例会も4，5．6月催lL　感染者ゼロの弘前で

すがやっと7日から消毒液、手袋、マスク、コーラーはフェイスシールドを装着し、二密1叶避で3ケ月ぶりに再開されました、ス

クエアダンス愛好の皆様、クラブ例会やアニバl‾巨ILで不完全燃焼でしょうね。もう少しの辛抱ですニ　コロナもきっと退散してくれ

ることを信じて、再会出来る串を楽しみに、期待してなんとか乗り切りましょうとこ

約50年以上スクエアダンスを踊ってきた私が、今恒1のコロナウイルス感染防止による長期の例会申lHま東日本大地震以来

です．：二）「巨l日朝間は何をすべきかを考えた時、全国講習会で講師の金子ジュニアが教えてくれた言葉を思い出しました。「毎日

1lHIはスクエアダンスに関することを10分でも良いから、歌う、聞く、学ぶを実行してください」と助言してくれました．。

今こそ皆さんも1日10分で良いのでスクエアダンスに取り組んでみてはいかがでしょうか！
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