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「復活に向かって」
統括支部長 大津山 和江
新型コロナウイルス感染症の世界規模の感染拡大から 2 年が経過いたします。今もなお、驚くほどの
速さでの日本中に蔓延し恐怖と不安を感じています。
統括支部ジャンボリー、講習会、アニバーサリー、そして全日本コンベンションが、開催できない状態
が続いています。昨年秋以降はコロナ感染者が全国的に減少し、落ち着きを見せていましたが、今は
オミクロン株に大きな不安がぬぐい切れません。
2022 年度の S 協登録者数も昨年以上に厳しく、九州支部でも 400 人に届くのか厳しい状況です。コ
ロナ感染が落ち着いたら、各クラブでの体験会、初心者講習会に取り組み SD の仲間の輪を広げてい
きましょう。
4 月には 3 年ぶりに九州統括支部ジャンボリー（大分市）の開催予定です。開催できるのか不安もあり
ますが、ルネッサンス（復活）に向けての第一歩になればと期待しています。
私達の大好きなダンスの再開と、新しい仲間ができコロナ前のような活動が出来ることを願ってやみま
せん。会員一人ひとりの力が不可欠です。ご協力、ご支援よろしくお願いいたします。

クラブ活動紹介
「初めての Xmas mini party」
久留米つくしんぼクラブ 古川 妙子
このコロナ禍の 2 年間、全国的に、いや世界で
パーティー等、すべての行事が中止されました。
スクエアダンスとしても、コスチュームを着て踊る
機会が失われていましたが、今年最後の例会
（12/17）を、コスチューム着用のパーティーにしよ
うということになりました。コーラーさんに相談した
ところ快く引き受けて頂きました。

また、日頃から例会に応援参加して下さる方々
にもお声掛けさせていただき、参加 OK の返事を
もらいました。
ミニパーティーとはいえ、『久留米つくしんぼ』と
しては全く初めての事なので、心細かったのです
が、みんな張り切って準備していました。
クラブ会員にビギナーさんがいるので、Basic の
プログラムを多めにいれて、みんなが楽しく踊れ
るようにしてもらいました。

SD 九州かわら版 No.12 2022 年 2 月 p. 2

サプライズで、メンバーさんの「日向ひょっとこ踊
り」で盛り上がり、更に、何とコーラーさんからの、
サプライズプレゼントの「じゃんけんゲーム」！
はじける笑顔が絶えません。
もちろん、スクエアダンスでも、3 人のコーラーさ
んのご協力で、20 人の仲間と共に本当に贅沢な
時間を過ごすことが出来ました。
Right-hand in ～ ！！ Thank you！！

「コロナ禍の中でのコスチュームを着ての Xmas
mini 例会」
福岡クロスオーバーSDC 野口 七子
全国的にコロナ感染者数が減少し、この所、日
常が少しずつ戻って来つつあると思いきや、今ま
でに一番警戒度が高い変異株（オミクロン株）の
感染者が見つかりました。またまた恐怖と不安を
覚えながら・・・12 月 16 日今年最後の例会を、ア
クロス福岡地下練習室で無事に終えることが出来
ました。

の素敵な雰囲気の中で踊る姿の何と若々しい事
(^^♪10 歳ほど若返り輝いて見えました。
もちろん、スクエアダンスでも、4 人のコーラーさ
んのご協力で、20 人の仲間と共に本当に贅沢な
時間を過ごすことが出来ました。
なお、練習室は、換気・大型空気清浄機が設置
され、コロナ対策は完璧に近い感染予防が施さ
れています。
今回の例会は、特別に、クリスマス用のオーナメ
ントを皆で持ち寄り、飾りつけを楽しみました。
また、サンタの帽子を被った 4 人のコーラーさ
ん達のコールが一段と素晴らしく、”ブラボー”の
世界に暫しコロナを忘れ、この様な計画をプレゼ
ントして下さった大津山先生には感謝です。
疲れた心が少し元気になり、またガンバルゾー
とスイッチ ON になりました。

同時に表彰式（S 協功労者、個人表彰、高齢者
表彰）やサプライズとして、じゃんけんゲームで勝
ち残ったラッキーな 5 人のダンサーさん達には嬉
しいプレゼントになりました。
何と！無機質だった部屋が、パーッと華やかに
まるでホテルのパーティー会場のように変わり、こ

九州統括支部内クラブ紹介
Ferris Wheel (福岡県)
「クラブ紹介」
文責 稲倉 郁子
1992 年 4 月に 3 人の発起人でクラブを設立し
ました。鳥飼八幡宮の振武館に於いて少人数で
のスタートです。 翌年、会員数も増え公的な会

場を使用することができ、パピオや留学生会館に
移り、引き続き、毎週木曜日の午前中に例会を行
っていました。同時にクラブ名を『Ferris Wheel』と
しました。その後、クラブバッジを作り、青空の下
で観覧車（Ferris Wheel）が回っているイメージで
色をブルーにしました。クラブのモットーは笑
顔で踊る、思いやる、健康で長く踊り続ける。
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現在は例会会場の確保が難しくなりましたが、
幸い簀子公民館を紹介頂き、2020 年 4 月に使用
許可がおりました。しかし、コロナがまん延し、4 月
から 9 月まで例会会場が使用禁止、その後も一
年間、開会と休会の繰り返しです。やっと 2021 年
10 月から使用出来るようになりました。
万全な感染予防の中で長い自粛期間で落ちた
体力知力を取り戻しながら例会を進めています。
脳のトレーニングと仲間とのコミュニケーションを
大切にしています。これからもコロナ感染に十分
注意しダンスを楽しみます。右の写真はダンスの

合間のちょっと息抜きコーラスです。

伊佐スクエアダンスクラブ (鹿児島県)

今年 6 月から、伊佐市社会教育課主催のふれ
あい講座に取り入れられ、講座の方々(5 名)との
コラボも楽しめています。

「クラブ紹介」
文責 濱田 直美
会員の平均年齢に対してはるかに若い、生まれ
たばかりの『伊佐スクエアダンスクラブ』（令和２年
４月１日設立）は、まだまだ少ないメンバー（１０
人）です。青木ご夫妻が、ベーシックやＭＳをご
指導され、楽しく踊っています。特に、スィンギン
グでは、「元彼、今彼、次彼」などと言いながら、
できてもできなくても、毎回、爆笑のうちに終了し
ます。動いて、笑って、脳トレをして、体も心もホカ
ホカになり、寒さも吹き飛ぶほど夢中になれるスク
エアダンスに感謝しながら、毎週土曜日に、スキ
ルアップに精進しています。

サンマリン宮崎ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ (宮崎県)
「サークル紹介」
文責 中村 由紀子
『サンマリン宮崎 SDC』が発足したのは、2000
年です。当初 6 人でスタートし、現在はやっと約
30 人になりました。と、言っても、例会がいくつか
に分かれているので、全員が一同に顔を会わせ
ることはあまりありません。
コロナ禍で合同の会が出来ないので、昨年は、
例会ごとに、クリスマス会を行いました。ささやか
な会でしたが、2 年ぶりにコスチュームを着たり、
少しおしゃれをしたりして、楽しく過ごすことが出
来ました。
ここ 2 年間は、休会と再開の繰り返しですが、
その都度、皆さんが例会へ出てきてくれます。
会員の皆さんと集えるのはありがたいことです。
設立後、20 年経ち、皆が 20 歳年を取りました。

70、80、90 代が多くなりましたが、良く頑張って
いらっしゃいます。年齢を考慮しながら、これから
も、ダンスやおしゃべり等を楽しみたいと思います。
今後は、今いちばん若い世代である 60 代の
方々が 80 代になった時代に、ダンスで遊ばせて
くれる次世代の人材を、真剣に捜そうと思います。
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今後の行事予定
支部行事

福岡県

4/9 (土)～4/10 (日)
9/24 (土)～9/25(日)
9/25 (日)
2/5 (土)～2/6(日)

長崎県

8/6 (土) 午後のみ
7/3 (日)
9/11 (日)
10/1 (土)
10/9 (日)

第 7 回九州統括支部ジャンボリーin 大分
第 8 回九州統括支部 SD 講習会
第 1 回ライセンスホルダー研修会
See Saw Swingers 第 30 回アニバーサリー
(延期になりました)
福岡県フレッシュリーフパーティー
福岡県 SD 講習会
福岡県 FD 大会
福岡県 RD 講習会
長崎県 SD 交流会

コンパルホール(大分市)
(福岡市)
(福岡市)
(福岡市)
コミセンわじろ(福岡市)
(未定)
アクシオン福岡(福岡市)
コミセンわじろ(福岡市)
(未定)

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/

・日時：
・会場：
・主催：
・主管：
・プログラム：
・参加費：

・申込締切：
・申込方法：
・申込先：
・振込先：
・ご注意：

2022 年 4 月 9 日(土)14:00～4 月 10 日(日)15:30
コンパルホール 大分市府内町 1 丁目 5-38 ☎097-538-3700
一般社団法人日本スクエアダンス協会 九州統括支部
大分スクエアダンスクラブ
SD(Basic, MS, Plus, A2), SD 体験会, RD(PHASE Ⅱ～Ⅲ)
A コース(土曜日ダンスのみ)
S 協会員 \1,000 (S 協会員以外 \2,000)
B コース(土曜日夕食付)
\2,200 (\3,200)
C コース(日曜日のみ[昼食付])
\3,800 (\4,800)
D コース(両日参加)
\6,000 (\7,000)
E コース(両日参加[宿泊込み])
\12,500 (\13,500)
2 月 28 日(月) コール、キュー希望者は 2 月 20 日(日)必着
参加申込書に必要事項を記入のうえ、下記までお申し込み下さい。
参加費の振込の確認をもって、申し込みの完了となります。
林 由子 〒870-0921 大分市萩原 4 丁目 8-51-706
TEL&FAX 097-558-8507
ゆうちょ銀行 17260-10851051
申込後のキャンセルは 4 月 6 日までにご連絡下さい。
返金は、当日、各クラブの申込代表者または代理の方へお渡しいたします。

