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「幹事総会の報告」 
 

統括支部長 大津山 和江 

1.  2022 年度 九州統括支部 幹事総会の報告 
 5月 29日（日）に、福岡市「コミセン和白」にて、九州統括支部の幹事総会が開催されました。 

 幹事 17名の参加と 13名の委任状により、幹事総会は有効に成立しました。そして、第１号議案から

第５号議案までの協議を行いました。 

 結果につきましては、各クラブの幹事を通してお知らせしています。第１号議案から第５号議案まで、

すべて承認されました。以下、要約について報告いたします。 

 

  (1) 役員改選について 

    役員改選につきましては、来年度にコンベンションを控えていますので、全員留任する事となり 

    ました。引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  (2) 2022 年度事業について 

    ・支部 SD 講習会を３年振りに開催いたします。実施コースの中で、コーラーコースについては、 

     3か年計画で連続受講していただくことにより、効果的なコーラー育成を目指すカリキュラムと 

     しており、今年はその初年度です。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。 

    ・ライセンスホルダー研修が今年から始まります。ライセンス保有者は、3年に一度、本研修会の 

     受講が義務付けけられていますので、この機会に、ぜひ受講してください。 

 

  (3) 第 62 回全日本スクエアダンスコンベンション in 博多 について 

    ・2023年に開催予定の「第６２回全日本スクエアダンスコンベンション in博多」の大会キャッチ 

      コピー、および、大会バッジデザインは、下記のように決まりました。これから、速報版チラシを、 

      S協機関紙と一緒に、全国の各クラブへ発信していきたいと思います。 

     各クラブ会員の皆様には、コンベンション開催に向け、ご理解、ご協力を、どうぞよろしくお願い                

     いたします。 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

経済産業大臣指定伝統的工芸品として全国的に人気が高い博多人形を、 

大会バッジデザインに採用しました。 

「酒は呑め呑め 呑むならば 日本一（ひのもといち）のこの槍を 呑み取る

ほどに呑むならば これぞ真の黒田武士」の歌詞で有名な黒田節。そのモ

デルとなった母里太兵衛の勇壮な姿を人形にしたのがご存知「黒田武士」

です。大盃を片手に槍を持つ姿は、黒田武士の定番スタイルと言えます。 
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 (4) 2021 年度収支決算 

 
収入の部 

 

項目 
予算額 

① 

決算額 

② 

差異 

②-① 
備考 

活動費・補助金等 370,000 372,700 2,700 S 協からの活動費 

ライセンス収入 10,500 12,750 2,250  

事業収入 0 0 0 講習会およびジャンボリー中止 

雑収入 0 0 0  

収入 計 380,500 385,450 4,950  

 

支出の部 

 

ライセンス運営費 10,000 9,200 △800 旅費日当 

事業費 120,000 56,127 △63,873 
かわら版、HP 費、ジャンボリー・講習会の 

事務経費 

会議費 480,000 291,506 △188,494 幹事会および総務委員会 

通信費 10,000 2,750 △7,250 送料 

役員活動費 90,000 85,000 △5,000 支部長他役員活動費 

消耗品費 10,000 0 △10,000  

印刷製本費 5,000 480 △4,520 コピー代 

雑支出 10,000 65,450 55,450 2022 年度ジャンボリー会場費立替え他 

支出 計 735,000 510,513 △224,487  

当期収支差額 △354,500 △125,063 229,437  

前期繰越収支差額 3,033,832 3,033,832 0  

次期繰越収支差額 2,679,332 2,908,769 229,437  

 

  

 (5) 2022 年度収支予算 

 
収入の部 

 

項目 
22 年度予算  

① 

21 年度予算

② 

差異 

②-① 
備考 

活動費・補助金等 360,000 370,000 10,000 S 協からの活動費 

ライセンス収入 23,000 10,500   

事業収入 1,320,000 0 △1,320,000 講習会、コーラー研修会、ジャンボリーなど 

雑収入 0 0 0  

収入 計 1,703,000 380,500 1,322,500  

 

支出の部 

 

ライセンス運営費 30,000 10,000 △20,000  

事業費 1,420,000 120,000 △1,300,000 
かわら版、新クラブ補助金、HP 費、講習会、

ジャンボリー、P パーティーなど 

管理費 605,000 605,000 0  

支出 計 2,055,000 735,000 △1,320,000  

当期収支差額 △352,000 △354,500 △2,500  

前期繰越収支差額 3,119,666 3,033,832 △85,834  

次期繰越収支差額 2,767,666 2,679,332 △88,334  
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九州統括支部内クラブ紹介 

 
福岡イースタンスクエアズ (福岡県) 

「クラブ紹介」 

文責 阿南 苑子 

 

 私たち福岡イースタンスクエアズは、福岡市の

東のはずれにあり、2001年立ち上げで発足２１年

のサークルです。 

 平均年齢 80歳？を超える後期高齢者の集まり

ですが、明るく楽しくをモットーに、毎週土曜日の

例会はほぼ 100％の出席率です。 

 膝が・・・、腰が・・・、肩が・・・、等と言いつつも、

曲が掛かり、ワン・ツー・スリー・フォーと足を運べ

ば、血流も良くなり、気分は爽快！終わった後の

ランチタイムとおしゃべりは何よりの気分転換！ 

これらが、若さを保つための秘訣かと思います。 

 

  

人生 100年という時代になりました。80 歳と言 

えばまだまだ先の話、好きなことと、楽しいこと・ 

嬉しいことなどを見つけて、大いに楽しみたいと 

思います。

 

熊本スクエアダンスクラブ (熊本県) 
「クラブ紹介」 

文責 小串 夏代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちのクラブは、平成元年 6月に、フォーク

ダンスのダンサーを中心に創立され、平成 2年 

4月に日本スクエアダンス協会に入会しました。 

初代代表は安永順子さん、２代目代表は杉谷新

子さん、そして私が 3代目代表を引き継いで 13 

 

 

年目になります。創立当時のメンバーは、殆どが

ご卒業されましたが、モットーとしてきた、「明るく

楽しく何よりも仲間を大切に」は、今のクラブにも

受け継がれています。  

 現在は、コロナ禍の前に加入した 3人を含め、

15人で活動しており、この 5月に、1人の新会員

を迎えました。毎週木曜日の午後に、B と MSの

ワークショップを中心に、時々Plusを入れて例会

を行っていますが、このコロナ禍の 2年間は休会

が多く、メンバー全員が、寂しい思いをしました。 

 大惨事を招いた、平成 28年の熊本地震では、

クラブの活動に大きな支障を被り、更に、その後

全国的に拡がったコロナ禍の今、改めて家族や

仲間、人の輪の大切さを実感しました。そのような

中で、昨年の暮れには、感染対策の下、クリスマ

スのミニパーティーを楽しみました。早くマスクを

外して、笑顔でスクエアダンスを踊れる日が来る

ことを望んでいます。                           

 

大分スクエアダンスクラブ (大分県) 
「クラブ紹介」 

文責 林 由子 

 

 大分 SDCは、令和元年に 30周年記念アニバ

ーサリーを開催した、歴史の長いクラブです。 

 

 

 

 翌令和 2年に、創立当初から居られた川本氏

が、新しく「大分スクエアダンスサークルわさだ」を 

創立される為に、ご退会されました。現在は、メン

バー18名で活動しています。 
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 当クラブにおいても、会員の高齢化が進んでい

ます。最高齢の方が、今年、卒寿を迎えられまし

た。また、もうすぐ卒寿を迎えられる方もいらっし

ゃいます。そこで、今回お二人に記念品を送り、 

皆でお祝いをしました。 

 今までは、毎週木曜日の夜に例会をしていまし

たが、夜の運転が難しくなった等で全員揃うのが

難しい状況となりました。そのため、現在は、月に

1度、日曜日の昼間に開催しています。今後は、

昼間の例会を月 2回に増やし、見学者が立寄り

易い場所で開催したいと考えています。 

 コロナの影響で色々な行事が無くなり、新会員

獲得も厳しい状況ですが、皆で知恵を出し合い、

工夫して、見学に来て貰うことで、会員増に努め

ていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

今後の行事予定 
 

支部 9/24～25 (日) 第 8回スクエアダンス講習会 福岡リーセントホテル 

支部 9/25（日） 第 1回ライセンスホルダー研修会 福岡リーセントホテル 

福岡県 10/9 (日) 福岡県 RD 講習会  

長崎県 10/9 (日) 長崎県スクエアダンス交流会  

 

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/ 

第 8 回 九州統括支部スクエアダンス講習会 参加者募集中 

 ◆日時 2022 年 9 月 24 日(土) 13:00～20:00, 2022 年 9 月 25日(日) 9:00～12:00  

 ◆場所 福岡リーセントホテル 福岡市箱崎 2 丁目 52 番 1 号 092-641-7741  

 

◆参加費 A コース (全日程、宿泊、9/24 夕食, 9/25 朝食付) : 17,000 円 

B コース (全日程、日帰り、食事なし) : 7,000 円 

C コース (9/24 のみ参加、食事なし、※MS踊り込みコース限定) : 4,500 円 

D コース (9/25 のみ参加、食事なし、※MS踊り込みコース限定) : 2,500 円 

※ 日連・S協会員以外は 1,000 円増し 

 

 

◆申込先 福岡県スクエアダンス連絡協議会 中川 功 

〒807-0835 北九州市八幡西区東折尾町 3-31-402  

TEL/FAX : 093-692-9487,  email : nakagawa130@gmail.com 
 

 
◆振込先 ゆうちょ銀行 (記号) １７４５０ (番号) ８９０８７６３１ 

口座名義 福岡県スクエアダンス連絡協議会 
 

 
◆講習ｺｰｽ ①MS踊り込み(大津山講師)：定員 16 名、②ｺｰﾗｰ入門ｺｰｽ(中川講師)：定員 9 名、 

③ｺｰﾗｰ養成ｺｰｽ(中守講師)：定員 9 名 ※詳細は、正式開催要項をご参照下さい。 
 

 ◆申込締切 定員になり次第締め切ります。  

  
 

http://www.sdkyushu.com/

