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統括支部長就任にあたって
統括支部長 大津山 和江
今年度より九州統括支部、支部長に就任することになりました。どうぞよろしくお願
い致します。
今年度最初の行事である九州ジャンボリーが中止となり、幹事会も書面での協議、
承認となりました。役員も大きく変わり新体制での多難なスタートとなりました。
コロナウイルス感染が大流行となり、緊急事態宣言等で日常の生活が一転。長期に
わたる例会中止でスクエアダンスの興味が薄れたり、コロナに対する警戒心などで会
員の減少が懸念されます。今後の状況が見通せない中、会員相互の連携活動を強
化し、例会が再開できる体制を整えることが重要です。将来的にはコーラーの育成、
会員増強が今後の活動の柱になると思います。 ２０２３年には、全国コンベンションの福岡での開催が
予定されています。会員一人ひとりの協力は不可欠です。
私たちの生活の一部になっているスクエアダンスが楽しめる日常に戻れることを願ってやみません。

幹事会報告
２０２０年度の九州統括支部幹事会はコロナウィルス感染症の影響で会議が開催できず書面審議によ
り行われ、下記の事項について承認、議決されました。
１. 2019 年度事業報告、決算報告
・事業報告
第 4 回九州ジャンボリー
2019.4.6～7
長崎市あぐりの丘高原ホテル
113 名参加
プラスパーティー
2019.6.2
大分市情報学習センター
57 名参加
第 5 回スクエアダンス講習会 2019.9.28～29 北九州市北九州ハイツ
41 名参加
九州かわら版発行
2019 年 10 月、2020 年 2 月
・収支決算
収入の部
項目
活動費・補助金等

予算額
370,000

決算額
380,600

差異
10,600

事業収入

2,350,000

2074,500

△275,500

雑収入
収入 計
支出の部

0
2,720,000

0
2,455,100

0
△264,900

事業費

2,450,000

2,105,076

△344,924

会議費
通信費
役員活動費
消耗品費
印刷製本費
雑支出
支出 計
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

300,000
10,000
70,000
10,000
5,000
10,000
2,855,000
△135,000
3,092,031
2,957,031

303,294
1,434
70,000
110
770
0
2,480,684
△25,584
3,092,031
3,066,447

3,294
△8,566
0
△9,890
△4,230
△10,000
△374,316
109,416
0
109,416

備考
S 協からの活動費
講 習 会 528,000/ 支 部 ジ ャ ン ボ リ ー
1,431,500/P パーティー115,000

新クラブ助成金、かわら版、HP 費、 ジャンボ
リー、P パーティー、講習会
幹事会、役員会、総務委員会
送料
支部長他役員活動費
講習証用紙
コピー代
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2. 総務委員の数の変更
鹿児島県に新規の総務委員を割り当て、併せて体制強化のため各県選出の役員・総務委員の数を
下記の通りとしました。
福岡 5 名（+1 名）、長崎 2 名、大分 2 名（+1 名）、熊本 1 名、宮崎 2 名(+1 名)、鹿児島 1 名（新規）
3. 役員・総務委員改選 (※アンダーラインは新任者)
役員
支部長 大津山和江（福岡）、副支部長 片岡順子（長崎）、会計 稲倉郁子（福岡）
監事 川本正己（大分）
総務委員
柴田邦俊、中川功、大津山泰（福岡）、吉岡昌子（長崎）、林由子（大分）
小串夏代（熊本）、藤田悦子（宮崎）、川添久子（鹿児島）
4. 2020 年度事業計画、予算
・事業計画
第 5 回九州ジャンボリー
プラスパーティー
第 6 回スクエアダンス講習会
九州かわら版発行
第 6 回九州ジャンボリー
・収支予算
収入の部
項目
活動費・補助金等

2020 年 4 月 4～5 日
2020 年 6 月 7 日
2020 年 9 月 26～27 日
7 月と 2 月に発行予定
2021 年 4 月 10～11 日

20 年度予算
370,000

19 年度予算
370,000

差異

事業収入

900,000

2,350,000

1,450,000

雑収入
収入 計
支出の部

0
1,270,000

0
2,720,000

0
1,450,000

事業費

1,100,000

2,450,000

1,350,000

管理費
支出 計
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

605,000
1,705,000
3,066,447
2,631,447

405,000
2,855,000
3,092,031
2,957,031

△200,000
1,150,000
25,584
325,584

0

リーセントＨ (中止)
宮崎市 (中止)
大分市
熊本市火の国ハイツ

備考
S 協からの活動費
講習会、コーラー研修会、ジャンボリー、P パ
ーティーなど

かわら版、新クラブ補助金、HP 費、講習会、
ジャンボリー、P パーティー

5. その他
・九州統括支部の状況（2019 年度末）
クラブ数 31（福岡 10 佐賀 1 長崎 8 熊本 1 大分 2 宮崎 4 鹿児島 4 沖縄 1）
会員数 457 人
2018 年度からの増減
増クラブ数 3
鹿児島県 2（伊佐スクエアダンスクラブ、桜島ベイスクエアダンスクラブ）
大分県 1（スクエアダンスサークルわさだ）
会員数 10 人増（2018 年度末 447 人）
・今後の支部行事開催地順番
2021 年度 ジャンボリー 熊本、 講習会 長崎、 プラスパーティー 福岡
2022 年度 ジャンボリー 大分、 講習会 福岡、 プラスパーティー 鹿児島
2023 年度 全日本コンベンション 福岡
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新役員・総務委員の紹介
ごあいさつ
副支部長 片岡順子
(長崎出島 SDC)
この度、思いがけず副支部長
のご指名をいただきました長崎
出島 SDC の片岡です。 私に
務まるだろうかと考えると、心細
くなってきますが、新支部長大
津山さんのもと、皆様のために何かお役に立てれ
ばと思っております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
ご挨拶
監事 川本 正己
(ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙわさだ)
今年度より監事をすることにな
りましたスクエアダンスサークル
わさだの川本です。宜しくお願
いします。２月にＳ協に新規クラ
ブとして登録して以来、新型コロナの影響で公民
館の使用ができないので、例会休止が続いてい
ます。皆さんのクラブはいかがですか？これから
は支部行事やクラブの例会の進め方も変わって
くるかもしれませんね。健康には十分注意しましょ
う。九州統括支部では今年度より新役員に変わり
大津山支部長の下、各行事を行うこととなります。
今年は支部ジャンボリーも中止、九州プラスパー
ティーも中止となり９月開催の支部講習会も開催
できるかどうかわかりません。来年度からはコンベ
ンションの準備にも入らなくてはなりませんし、５
年後、１０年後をどうするか…がんばります！！
ご挨拶
総務委員 大津山 泰
(See Saw Swingers)
学生時代に SD をちょっとか
じったものの、就職してからぷ
っつりダンスをやめて２７年、昔
の知人に誘われた奥さんに引
っ張られるようにしてシーソーに入会して２０年が
経ちました。軽い気持ちで再開した SD でした
が、今では定年後の生活の大きな柱となっていま
す。そんな時に襲ったコロナ禍。放置すれば SD
自体が衰退する局面も考えられます。こんな時こ
そ、個々のクラブでは対応が難しいことも、情報
交換して知恵を出し合うことで道が開けることもあ
るのでは。九州統括支部の役割を認識し、総務

委員として組織活動のお手伝いが出来ればと思
います。
総務委員になって
総務委員 吉岡 昌子
(諫早ＳＤＣ)
予期せぬコロナに戦々恐々
とした生活を過ごす事態の中
で２０２０年度のクラブをスター
トできないまま時は過ぎていま
す。私は、クラブ員は勿論、スクエアダンスする人
が、心豊かで思いやりを持ち、一人一人大切に
自分の品性を高めるダンスを目標に取り組み、総
務委員の仕事は、皆さんの足手まといにならない
ように皆さんに指導受けながらついていこうと思い
ます。どうぞ宜しくお願い致します。
自己紹介
総務委員 藤田 悦子
(みやこんじょ華クラブ)
「みやこんじょ華クラブ」の
藤田悦子です。 １９３８年、当
時日本政府の統括下にあった
朝鮮の首都「京城」で生まれ、
国民学校初等科１年生の８月に終戦を迎えまし
た。日本が敗れたと知った朝鮮の人々の日本人
に対する態度が一変し、迫害に怯えながら内地
に引き揚げてきて大人になりました。父はニュー
ギニアのジャングルに散りました。定年後、「都城
スクエアダンスクラブ」でダンスを学び、その後、
「みやこんじょ華クラブ」の幹事として多くの先輩
方にご指導をいただいております。この度、総務
委員会の末席に座することになりました。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
幹事、総務担当として・・・
総務委員 川添 久子
(鹿児島 SDC)
趣味はダンス！で FD や RD
に熱中して○十年。定年退職
を機に何か新しい趣味を開拓
したい、と思いつつもやっぱり
ダンスにしか興味がわかず SD
にチャレンジすることにしました。鹿児島市内にコ
ーラーのいるサークルがなく都城の華クラブに入
会。加治木 SDC で踊りながら鹿児島市内に発足
の鹿児島 SDC に入会しプラスまでを楽しんでい
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ます。今回情熱と行動力のある前幹事に代わり幹
事を引き継ぎました。頼りないですが皆の SD を
踊りたい気持ちを大切に地元でボツボツ仲間を
増やしていきたいと思います。総務まで担うことに

なり任期を全うするしかないというのが正直な心
境ですが、ご指導ご協力を頂いて頑張りたいと思
います。

特集 「コロナに負けないで！」 （５月中旬時点の記事です）
待ち遠しい例会
城戸 倫 (Ferris Wheel)
我が家の押し入れにはお稽
古別にバックが並んでいます。
木曜日はシュウズ、タスキ等が
入ったバックを持って勇んで例
会に出かけます。 皆さん一週
間ぶりの話が尽きずに笑顔の
ままダンスを始めます。うまく踊れたら拍手、行き
詰った時は皆で落ち込み、それでも納得するま
でしっかり練習します。その後は手作りのお漬
物、ケーキ、果物、楽しいお弁当時間もあります。
この繰り返しが何故か毎週待ち遠しいのです。そ
んな時、新型コロナウィルス感染拡大予防で 3 か
月自宅生活が続きます。 この際、終活と称して
押し入れの片づけ。他のお稽古はすべて退会
し、押し入れはダンスだけのバックになりました。
毎日のようにパンデミック、クラスターだの聞きな
れないことを耳にしながら片づけていましたが SD
のコールを耳にしないと忘れそうです。早く皆さん
とお会いし、笑顔でハグし目一杯お話し、練習が
出来る日を待っています。
コロナ肺炎禍の中で
中園 八重子 (かちがらす)
この数日良い天気が続いて
いる。花見に行きたいと青空を
見上げた。ああダメだった。今
は、コロナ肺炎の流行のため外
出もままならない。老人施設に
居る母と３カ月会う事が出来ないでいる。元気に
しているだろうか、認知症が進んでいないだろう
か思って眠れない夜もあった。定期的に会ってい
た趣味の仲間にも会えない。１人暮らしなので誰
にも会えない日が続いた。テレビを見ても、ラジオ
を聞いても、本を読んでも落ち着かない。人に会
いたい、話をしたい、寂しい今まで余りなかった
思いだった。日頃の当たり前の事が有り難いと、
しみじみ思った。人との交流のない今、人は独り
では生きてはいけない、人との繋がりが必要と改
めて思った。スクエアダンスも２カ月ぶりに再会さ
れる。先生、仲間と会える日を楽しみにしている。

仲間がいる事を幸せと思った。
3 ヵ月の自粛生活
濱本 千津子 (長崎ｵﾚﾝｼﾞｽｸｴｱｰｽﾞ)

新型コロナウィルス感染拡大
防止のため、３密を避け不要
不急の外出を控えるよう求めら
れ私達の例会も３月から４、５
月と休会。爽やかな気持の良
い季節なのに、自粛生活が続
く中、時たま気分転換に車で 20 分程走った河川
敷の公園へ行き、遠くの山や、ゆったり流れる
川、広く見渡せる長閑な景色を見ながら散歩をす
ると心が和み、地方の良さを再認識。コロナの暗
いニュースを聞いていると何をする意欲もわいて
こなかったのですが、例会で踊っていた高齢者
向けの易しいカントリーダンスを踊ってストレスと
運動不足を解消。そんな時に Two Couples
Dance のＣＤを頂き、久し振りに一人で動いてい
ると、コロナの事も忘れて楽しかったので、会員さ
んにもコピーしてそれぞれに郵送したところ、それ
ぞれに反応を返して下さった事は嬉しい事でし
た。緊急事態宣言が解除され、6 月から予防対
策に気を付けながら例会を再開する予定です
が、マスク着用は勿論、手を取らずに取ったつも
りで動くのも一案かなと考えています。
自粛生活での過ごし方
加嶋 恵利子 (大分 SDC)
今年に入り新型コロナウィル
スが流行し、自粛生活が余儀
なくされました。初期は家族で
公園にお弁当を持って行って
過ごしたりしていましたが、感
染者数が増えるとそれも控えるようになりました。
買物も週に２度ほど。自宅ではＤＶＤ鑑賞や、い
つもとはひと味違った料理を作ってみたり、色々
と工夫して楽しみました。家の中ばかりで身体を
動かさないからか、階段の上り下りの足が重く感
じられるようになり、外へ出て趣味のバラの手入
れをしたり、断捨離をしたり…。スクエアダンスを
始めて７年。こんなに長い休みは無かったので、

SD 九州かわら版 No.9 2020 年 7 月 p. 5

早くコロナが収束して日常が戻り、またみんなで
和気藹々と踊れる日を心待ちにしています。
スクエアダンスとの出会いで
金倉 典子 (熊本 SDC)
私とスクエアダンスの出会い
は、仕事を辞めて何も趣味が
なかった時、「何かしなくては」
と思い、滋賀県の姉が「楽し
い」と言ってスクエアダンスを踊
っていたので、熊本のクラブを探してもらい始めま
した。何もわからないまま、知っている人もいない
中、初めは難しいし「行きたくないなぁ」と思いまし
たが「一年間続けたら楽しさがわかるよ」と言われ
もう七年になりました。二月迄は休むこともなく週
一回の練習で楽しく体を動かし、おしゃべりも出
来、良き先輩達との出会いもあり、本当にスクエア
ダンスと出会って良かったと思っていました。四年
前の熊本地震の際は例会場が使えなくなり、一ヵ
月位で再開できた時は、地震の恐ろしさを経験し
ましたが、人との絆の大切さをしみじみと感じまし
た。そして今は、コロナウィルスが流行して、三月
から練習も出来なくなり、パーティーもなくなりまし
た。今迄当たり前にダンスをしていた毎日が、す
ごく幸せでありがたかったと思います。今度は目
に見えないウイルスの恐ろしさを知り、すぐに終息
することはないので、ウイルスと共存して、新たな
日常を取り戻しつつ、スクエアダンスをこれからも
楽しんでいけたらと思います。
自粛生活を終えて
山下 由子（ティーパーティー宮崎）

コロナの自粛生活はいかが
お過ごしでしたか。私が所属し
ているチームは 2 月末から 5
月いっぱい休止になりました。

休みに入った頃は寒かったのにすっかり夏めい
ています。私はダンスを始めて 3 年が過ぎまし
た。昨年のパーティーで不甲斐ない思いをして、
落胆したのですが、次のパーティーで楽しく踊る
ために頑張ろうと一念発起したところでした。 3
月、4 月は何もする気が起きずただボーッと過ご
しました。来週から全てが再開します。心弾む自
分がいる反面、元の生活に戻れるのか不安を感
じます。あんなに毎日のように見ていたダンスの
DVD も全く目を通さずきっと忘れていることでしょ
う。また一から始めるつもりで頑張るしかないです
ね。皆とまた楽しいダンスが踊れる日々が戻った
事に感謝です。
２０２０年の出来事
森 久子（加治木 SDC）
２０２０年１月、例会は２セット
でき順調にスタートしました。と
ころが１月下旬大型クルーズ
船から新型コロナウィルスの集
団感染の発生があり、毎日詳
しく報道され私たちの周囲にも影響があることを
自覚しました。２/２８の例会で感染症対策のプリ
ントが配布され話し合い。とりあえず４/３まで例会
休止に。３密回避継続、ワクチン・特効薬なし等
で。３/２６姶良市で帰国者の感染、４月に入り
次々と、県内で現在まで１０人確認され不安にな
ってきました。マスクの着用・石けん手洗い・アル
コール消毒等が日常に。教育機関が休校、公共
施設等は閉鎖に。他ダンス関係者は、５月末まで
休みにと話していましたが、いつ再開できるか悩
みはつきません。前向きに希望を持って再開・再
会できる日まで体力をつけ、健全に過ごしたいと
思っています。

理事、九州統括支部長退任にあたって
サンマリン宮崎ＳＤＣ 中村由紀子
2 年間、九州統括支部の支部長をさせていただきました。10 年以上支部（ブロック）
役員として、皆様と関わらせていただきましたが、支部長になると、仕事量も責任も比
べ物にならないくらい大きく、皆様の暖かいご支援、ご協力があってからこそ、無事終
えることが出来たと思っております。皆様と関わりは、楽しいひと時でした。長いこと、
ありがとうございました。大変感謝しております。
スクエアダンス会員の高齢化、今年は、コロナ感染の問題もあり、スクエアダンスは
なかなか活動しにくい面もあります。また、九州、日本、どこも安心して自由に行き来
できる時まで、地域で地道に活動していこうと思います。またお会いできる日を楽しみ
にして。
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第 6 回九州統括支部スクエアダンス講習会開催要項
●趣旨
●主催
●主管
●日時
●場所
●講師
●参加費
●申込先
●振込先
●締切
●講習内容

生涯スポーツの活動の一環として、スクエアダンスの在り方を検討し、指導者並びにスクエアダンサーの資
質の向上とコーラーの育成を図り、スクエアダンスの健全な普及発展に寄与することを目的とする。
一般社団法人日本スクエアダンス協会
大分スクエアダンスクラブ
２０２０年９月２６日（土）１４：００～２７日（日）１５：３０ （注１）
大分市コンパルホール 大分市府内町１丁目５－３８
ホルトホール大分 大分市金池南１丁目５－１（２７日コーラーコース A）
公益社団法人 日本フォークダンス連盟 公認指導者
コーラーコース（26～27 日） １泊３食
１６，０００円（宿泊 ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ大分駅前）
ダンサーコース(27 日のみ)
１日昼食付
４，０００円
大分スクエアダンスクラブ 林 由子
大分市萩原４丁目８－５１－７０６
TEL＆FAX：（０９７）５５８－８５０７，ｅ－ｍａｉｌ： ｙｍ０２２００４２２＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ
ゆうちょ銀行 １７２６０－１０８５１０５１ 名義：大分スクエアダンスクラブ
２０２０年８月２５日（火）
コース名
指導者
講習内容
定員
ベーシック踊りこみ
大津山 和江 氏
ダンサー初心者にむけてベーシックの基本
８
を学び、楽しく踊れるノウハウを学びます。
Ｐｌｕｓ踊りこみ
森 一晃 氏
ＭＳを十分理解しＰｌｕｓのワークショップを理
１６
解した人を対象に定義を確認しながら復習
し、レベルアップした踊りを学びます。
コーラーコースＡ
中村 由紀子 氏
サイトをマスターしたい人のコース
１０
コーラーコースＢ
中川 功 氏
シンギングとコーラーのレベルアップ（ボデ
１０
ィフロー、ゲットアウト）をしたい人のコース

注１）新型コロナウィルス感染症の終息状況次第では中止となる可能性がありますので主管クラブへお問合せ下さい。

今後の行事予定
福岡県

佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県

鹿児島県

7/5
8/2
9/6
10/4
R3 2/6～7
11/23
10/11
12/12
12/13
11/18
7/18
8/2
11/8
10 月
12 月

スクエアダンス講習会
フレッシュリーフパーティ
福岡県フォークダンス大会
福岡県ラウンドダンス講習会
See Saw Swingers アニバーサリー
かちがらす アニバーサリー
長崎県スクエアダンス交流会
ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙわさだアニバーサリー
大分 SDC アニバーサリー
スクエアダンス＆ラインダンス講習会
スクエアダンス講習会
宮崎県スクエアダンス交流会
みやこんじょ華クラブミニパーティー
加治木 SDC アニバーサリー
鹿児島 SDC アニバーサリー

直方公民館（中止）
コミセン和白（中止）
アクシオン福岡
サザンピア博多
福岡リーセントホテル
佐賀市川上公民館
諫早たらみ会館（中止）
明治明野公民館
明治明野公民館
熊本市健軍小学校体育館
都城市祝吉地区公民館
都城市高城生涯学習センター
都城市祝吉地区公民館
姶良市加治木福祉センター（仮）
伊敷公民館

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

