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統括支部長 中村 由紀子

菜の花や黄色の水仙の花が開き始めたり、

春を思わせる暖かい日が増えてまいりました。

会員の皆様におかれましては、ダンスやその

他の事でも十分楽しんでいらっしゃることで

しょう。 

後、少しで平成が終わります。近年は度重

なる自然災害に心痛めることも多かったです

が、その中で、スクエアダンスを地元で楽し

んだり、いろいろな所で新しい交流を見い出

したり、観光をしたりと、平和に楽しめたこ

とはとてもありがたいことでした。もうすぐ、

新しい元号になりますが、これからも各クラ

ブで、地域で、九州で、全国でダンスの輪を

広げ、幸せに過ごしたいです。
 

 
 

 

 
 

 

今年の全国コンベンションは で開催されます。 
 

〇〇元年 9月 6日（金）～ 8日（日） 
 

中四国統括支部主管です。九州統括支部ができる 

数年前まで、西日本統括支部として、一緒に活動して 

きました。 

九州の皆さんで応援しましょう。 
 

 

平成最後のジャンボリーです。

集まりましょう。 
平成 
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九州統括支部講習会報告 
 

支部講習会を終えて 

長崎出島ＳＤＣ 片岡 順子 

  

9 月 29 日（土）30 日（日）九州統括支部講習会が長崎ホテルニュー 

タンダで、MS コース（大津山和江氏）Plus コース（中村由紀子氏）A2 

コース（中守孝太郎氏）コーラーコース（中川功氏）の 4 部門で行われま 

した。今回は参加者が少なく、各コース 10 名前後の講習となりました。 

MS コースではスカートワークの講習もありました。その他のコー 

スも小人数だったことで質問がしやすかったようで、終始和やかな雰囲気 

で楽しい講習会が出来ていたように感じました。 

当日は台風２４号の接近もあり、遠方の方々は大変だったことでしょう。 

そんな中、参加してくださった皆様ありがとうございました。講習終わり 

のころになっても風が強く、帰りの足が心配されました。宮崎の方は交通 

手段が無くなりもう一泊する事になってしまいました。JR も遅れが出て帰宅が随分遅くなった

と聞きました。皆様が事故もなく無事帰宅されやっと肩の荷がおりた気分でした。最後になりま

したが、お忙しい中、講師を引き受けて下さった講師の方々ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ＭＳコース  
 

     ＭＳコースを受講して            

 

ダンス講習会のお話があったとき、参加す

るのにはとまどいがありました。まだ自信の

ない動きが多いし、ていうかそればっかりだ

し、7 人のダンサーの動きをきっと私が止めて

しまう、という不安です。でもよく考えてみ

ると、講習会は、こんな私のためにあるので 

はないか、それならば積極的に参加してみよ

うと思いました。 

講習会は九州各地からたくさんの楽しい仲 

間が集まり、とてもにぎやかでした。 

私が、ふだんレッスン 

を受けている「矢上ひ 

よこクラブ」では、う 

わ！この動作わからな 

い！と思ったときにち 

ょうど良く小声で「左 

に回るよ。」「前の人 

についてって」などと 

指示してくれます。 

 

 

矢上スクエアダンスクラブ 岡安 ひとみ 
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講習ではその指示を思い出しながら、体がつ

いていくよう努力しました。ひとつずつ動作

が確認できて、とても役立ちました。また私

はスカートワークについては真剣に聴講しま

した。初めてドレスを作り、とても浮かれて

いたのですが、このふわっと広がったスカー

トをどうさばいたら良いのか全くわからなか

ったのです。先生は、「すれ違う時、じゃま

にならないように少しつまんで前にね。」と。 

やってみたら何だかステキなレディーになっ 

 

たような気分でした。ダンスの上手な方達の

動きは無駄がなく、余計な力も入っていませ 

ん。美しく、そして楽しそうに踊ります。私

も努力して、見る人も踊る人も心から楽しく

なるようなスクエアダンスを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（おまけ）私の好きな動作は「クローバーリーフ」 

きれいな万華鏡のようになるからです。 

 

 

 

Ａコース     「講習会を受講して」     佐世保ＳＤＣ若草 石橋 かつ子 

 

９月２９日、３０日、第４回九州統括支部

スクエアダンス講習会が行われました。 

日程が１泊２日なので、主婦歴６０数年、

家人を残して外泊した事がなく、一人外泊す

ることから初めての事です。でも年齢的な体

力と能力等考えると、この機会は外せないと

思い、思い切って受講しました。 

開講式終了後、各受講コースに行きました。

カチコチの緊張状態で入室すると、講師の中

守先生がにこやかに話しかけくださって迎え

られました。暖かい雰囲気に緊張がほぐれ、

これなら２日間講習についていけるかも？と

勝手に安堵感が湧いて元気になりました。 

プログラムの説明後、踊り込みが進むにつ

れ、自分のこれ迄の勉強の仕方は少しおかし

いのではと考えました。 

形と動きをテキストで 

丸暗記して、コール一 

つ一つの意味や定義を 

理解したつもりで、四 

角い部屋を丸く掃いて、 

掃除している気になっ 

ている安易な踊り方をしているのに気付く事

ているのに気づく事が 

ができました。 

プログラムが進むにつれて、理解できない希望者に

は休憩時間に丁寧に解説して優しく指導されて、受

講者全員コ－ルを理解して踊れるようにという講

習でした。 

勉強の合間にパーティー風に楽しませてくださっ

たり、楽しく充実した思いで、時間が過ぎるのが速

すぎる！二日間でした。 

役員、講師の方々のお気遣い、労力のお陰で講習

会が成り立っていることでしょうが、今後会員全員

が各地で受講されることを願っております。 

本当に有り難うございました。 
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コーラーコース     

コーラーコースに参加して       森山ＳＤＣ 植松 仁美 

 

初めまして。森山 SD クラブの植松仁美と

申します。諌早市に誕生したばかりのクラブ

を植松紀子さんと二人でしております。これ

からもよろしくお願い致します。 

さて、平成 30 年 9 月に長崎で開催された九

州統括支部の講習会を振り返ってみたいと思

います。コーラーコースの受講生は 10 名（福 

 

 

 

 

岡１、大分 2、宮崎１、長崎 6）講師は中川功 

先生でした。中川先生から教わるのは初めて 

ではない人が多いようで、私も 2 回目です。 

 まずはいつもの自己紹介です。最初の人が 

「今悩んでいることは・・早くヤメタイ・・」 

と発言！ 全員笑いました。先生も笑いながら 

「この呪縛から解き放たれたらどんなに楽にな 

るか・・でも何か一つでもやっててうれしく思 

えることは？」と問われたのです。その人が何 

と答えられたかはヒミツですが、このやりとり 

で一気にうちとけた空気になり元気に講習が始 

まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仲間と一緒なのでわたしも頑張れました。みなさんありがとう、又逢いましょうね。中川先生

は私たちが焦ってミスしてもそっと側に居てくださる感じです。安心し、ノビノビと学べた講習

会でした。ありがとうございました。役員スタッフの皆様にもいろいろお世話になりました。

 

 

 

ダンサーを見ながら一人ずつサイトコールを 

し、実践の中でボディーフローなど指導され

ました。解りやすかったです。全員が大体で

きるということで次に出てきたのは“モジュ

ール”短いコールをユニット A ユニット B な

どいくつも作って引き出しに入れ、取りだし

ては積み木を重ねるように組み上げていくの

をモジュラーコールというそうです。そのモ

ジュールを少し使っての体験です。“サイト

コールの中にモジュールを取り入れよう”た

ぶんこの講習会の大事なところだったと思い

ます。難しくて苦労しました。疲れてその内

ボーっとなり「ほかの人はよくやるなー」と

眺める有様。 

ほかにも学ぶことが多く、その上検定試験を

受けたりとみんな休憩も惜しんでの奮闘ぶり

でした。 
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第 2回 SD普及サポーター育成講座 報告 
主管 サンマリン宮崎ＳＤＣ 

中村 由紀子 

 

平成３０年１０月２８日（日）宮崎市月見ヶ丘センターにおいて、SD 普及サポーター育成講

座が行われました。宮崎と鹿児島からの参加者でした。 

・ サポーター受講生 １１名、 

・ テストダンサーとして、全く初めての体験者 ３名、初心者ダンサー３名、お手伝いダ

ンサー 3 名。雑多なことの手伝い ４名。 

・ 中川功講師 ・係りの中村      合計２６名で行いました。 

 

講座の流れは、去年の第１回とほぼ同じです。午前中にサポーター受講生への講義。 

午前中にＴＡＩＫＥＮプログラムの７つの動作説明を一生懸命練習しました。 

 

 

午後、サポーターがモデルダンサーに動きの説明をして、

CD をかけて、踊ってもらいました。初めてマイクを手にし

た人、堂々とした説明でした。初めてではない人もダンサー

を盛り上げながらの説明をしてくださいました。 

モデルダンサーはというと、初めはおっかなびっくりでし

たが、だんだん笑顔が出てきて、最後には、楽しくスムーズ

に踊ることが出来ました。 

初心に戻って、完璧を求めず、楽しさを伝えるのが 1 番と

いうことがよく表れていた会になったと思いました。 

                

 

アンケート結果 と 反省会 

 

 モデルダンサー アンケート  

・ 初めて参加して、楽しい 1 日でした。もう少し 

踊れたら、もっと楽しくなると思いました。 

・ 良い運動になりました。今後も息長く続けたい 

と思います。 

・ 楽しそうだけど、動作の指示を覚えるのが大変そうだ。 

 

 受講生アンケートと反省会 ＊書面の関係で抜粋、まとめて載せています。 

・ 聞くだけだと思っていたのに、マイクを使って、 

ドキドキしました。初めて SD をする人にも 

わかりやすく、全員初心者でもできると思った。 

・ 時間をかけて、丁寧にしたことが、モデルダン 

サーにとって良かった。 

・ 1 回目の講習としては、今日の 7 個ぐらいが適 

当だった。 

・ 指導の在り方を再認識するために参加しました。 

今までの指導を振り返る良い機会になりました。 
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    今回どうなるかと思いましたが、心躍った講座に

なりました。皆様、お疲れさまでした。ご協力、あ

りがとうございました。機会を見つけ、サポーター

の皆さんが、地域で、グループで、この講座で学習

したことを発揮できるといいですね。ゆっくり、気

長に・・・ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

スクエアダンスの今、そして未来 
鹿児島スクエアダンスクラブ 幹事 高取正臣 

 

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」が昨年末、

惜しまれつつ最終回を迎えた。郷土の大英雄

西郷の終焉の地は城山の麓、岩崎谷である。

ここは地名のとおり日も差さない陰気な谷あ

いであり、ここで西郷が無念の涙を飲みつつ

白刃の露と消え果たかと思うと一抹の感慨を

禁じえない。                    

間閑話休題、当鹿児島ＳＤＣも昨年 11 月設立 

2 周年を迎え、明治維新 150 年記念アニバー

サリーと銘打ったパーティーを開かせていた

だいた。ときあたかも西郷の活躍で明治維新

がなった時期にあわせてのアニバーサリーで

大いに盛り上がった。参加いただいた近隣友

好クラブの皆様には心からお礼を申し上げた

い。しかし浮かれてばかりもおれない。会員

が漸減しているのである。設立時 25 名の会員

はレベルがＭＳ，プラスとアップするにつれ、

ついていけないとの理由から退会してしまい

現会員数は 20 名を切ってしまっている。他ク

ラブのダンサーに伍して楽しく踊るためにも、

せめてプラスまでは頑張って貰いたいのだが

退会希望者の心中も分からないではなく、ね

ぎらいの言葉で送り出すしかない。ただ手を

こまねいている訳にもいかない。私たちクラ

ブ役員の責務はダンス技術の向上もさること

ながら、会員の増強にもある。あの手この手

の増強策を講じていきたいが、是非上部団体

においても会員増強に力を貸していただきた

い。市井の方々でスクエアをご存知の方々が

はたしてどのくらいいらっしゃるだろうか。 

まだまだ露出度が足りないのである。各クラ

ブの相互交流やなによりコーラーの育成が急

務と思われる。一日限りの研修ではなく数日

ないし分割でもいいので体系的かつ実践的な

指導をお願いしたい。コーラーが育ち各地に

拠点ができることでスクエアの裾野が広がり

更なる伸長が望めるのだと思う。縁あってス

クエアに巡り合い幸せである。この幸福感を

多くの方々と分かち合いたい。 
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新設 諌早スクエアダンスクラブ 
現在佐世保ＳＤＣ若草  吉岡昌子 

 

私達は７月にＳＤ協会に加入しました。設

立は３年目です。会員全員が 初心者ばかり

で、全てが新鮮で右も左もわからないダンサ

ーさんでＤＶＤや教本を参考にしながらここ

まで来て、やっとＭＳが終了し、個人差はあ

りますが皆で楽しんでいます。今ではシンギ

ングﾞが楽しみです。 

私はコールを担当していますが、会の成り

立ちは、地域の敬老会で、スクエアダンスを

体験する機会をいただき、３回しました。そ

の後途絶えていましたが、体験された方から

や体験の話を聞かれた方から、あのダンスは

楽しかったからクラブとして皆でしたいと要

望があり、私もクラブを作りたかったので二 

者の思いがかない友人や地域の人に声掛けし

て８人揃ったのでスタートしました。現在は 

体験会などをした結果４名の加入があり、 

１６名になりました。 

暮れには忘年会で親睦を図り全員参加で楽

しみました。右はその時の写真です。 

 

クラブの雰囲気は暖かくて、安らぐクラブ

です。ダンスの取り組みは厳しいです。 

 

クラブのモットー 

１、 思いやり。お互いを大切に。 

２、 ダンス中は私語を慎み、にこにこと。 

３、 来た時よりも進歩しましょう。 

 

 

 

 

 
 

皆さんどうぞ遊びにおいでください。 

 

 

 

 

九州統括支部 講習会・パーティー等 情報 
日時 名称 場所 担当 連絡先 

4/6（土)

～7（日） 
第４回九州ジャンボリー 長崎あぐりの丘高原ホテル 片岡 順子 095-882-9468 

5/6(月) 宮崎県 FD交流会 宮崎県体育館  中村 由紀子 0985-27-1044 

5/11(土)

～12(日） 
Cheerful Fukuoka SDC コミセン和白 柴田 邦俊 092-741-0504 

6/2(日） プラスパーティー 大分市情報学習センター 林 由子 090-5385-6289 

7月 福岡県 SD講習会   柴田 邦俊 092-741-0504 

8月 フレッシュリーフパーティー   中川 功 093-616-8559 

8/4(日） 宮崎県 SD交流会 メディキット 中村 由紀子 0985-27-1044 
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熊本城再建への寄付のご報告 
 

熊本スクエアダンスクラブ 小串 夏代 

 

 平成 30年 6月に行われた熊本地震復興パーティ 

ーの余剰金と支部から助成していただき、10万円 

を熊本城総合事務所に持っていき、寄付いたしま 

した。熊本城の復旧、復元に使っていただくこと 

になりました。今では、復旧がずいぶん進みまし 

た。完成にはまだまだ時間がかかりますが、着々 

と進んでおります。熊本城の復旧、復元に寄与で 

きたことは大変ありがたい思いです。 皆さん、 

ありがとうございました。そして、感謝いたして 

おります。 

 

 

 

かわら版編集部より 

 

クラブ行事案内、パーティーや、初心者講習会等の記録について、九州統括支部ホームページ

への投稿依頼をお願いします。投稿は下記までお願いします。 

 

ホームページ・広報委員：中川 功 〒807-0835 福岡県北九州市八幡西区東折尾町 3-31-402 

    Tel&Fax 093-616-8559  E-mail : nakagawa130@gmail.com 

 

九州統括支部長：中村 由紀子 〒880-0835 宮崎県阿波岐原町宝財 2312-1 

                      Tel&Fax 0985-27-1044  

E-mail  nakamura.yukiko@wine.plala.or.jp 

 

九州統括支部ホームページ http://www.sdkyushu.com/ 

 


