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新体制スタート 

統括支部長 中村 由紀子

かれこれ何年になるのでしょう？10 年以上

前・・？ 九州、四国、中国が一緒になり西日本支

部として活動していた頃、今回退任の川本さんが

ブロック長だったころから、会計の仕事をしてい

ました。九州が独立し、総務委員ができ、会計が連

結決算で難しくなり、それでも、ただただ長くい

たら、とんでもない支部長という大役を仰せつか

る羽目になってしまいました。今から多くのこと

を勉強しなければなりません。皆様、よろしくお

願いいたします。 

 九州が支部になった時、クラブ数は 33 クラブで

会員数４８１名。今年度の 5 月現在では、２６ク

ラブ、４６０名です。クラブ数の減少の割には、会

員数の減少は少ないと思います。高齢化やさまざ

まな理由で去って行かれる方もいますが、新しい

会員も、確実に増えていることになります。皆様

の会員を増やすことへの熱意、努力があったから

こそと思います。今年度、是非とも 500 名を目指

したいです。 

 サークルでの地道な活動、県スクエアダンス協

会での交流、連携、そして九州全体での充実した

活動ができるように、指導者やコーラーの育成に

も力を入れなければなりません。会員が増えるよ

うに、体験会を増やすこともしなければなりませ

ん。 

 これまでの支部の活動は、皆様に支えられてき

ました。これからも、皆様の力で、今現在の会員が

長く楽しく踊ることができるように、更に新しい

会員が増えて、元気が出るようなスクエアダンス

界にしていきましょう。

 

新役員・総務委員決まる 
平成 30 年 4 月 7 日、都城市中山荘において、平成 30 年度九州統括支部幹事会が開催されました。そ

こで、柴田支部長、川本副支部長が退任し、平成 30 年度～31 年度九州統括支部役員・総務委員が承認

されました。 

 

統括支部長 中村由紀子（ｻﾝﾏﾘﾝ宮崎 SDC） 

統括副支部長 大津山和江（福岡ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ SDC） 

会計 稲倉 郁子（Ferris Wheel） 

監事 小串 夏代（熊本 SDC） 

総務委員 片岡 順子（長崎出島 SDC） 

柴田 邦俊（Cheerful Fukuoka SDC） 

濱本千津子（長崎ｵﾚﾝｼﾞｽｸｴｱｰｽﾞ） 

林 由子 （大分 SDC） 

広報・HP 委員 中川 功 （北九州ﾌﾟﾗﾏﾈｰﾄﾞｽｸｴｱｰｽﾞ） 

 

◎新役員・総務委員からのひとこと 

 

九州統括支部副支部長という大役をお引き受け

したものの責任の重さを痛感しております。 

高齢化による SD 愛好者の減少は大きな問題で

すが、一人でも多くの方とダンスの輪を広め、九

州支部の発展に微力ながら務めてまいりたいと思

います。ご協力よろしくお願いいたします。 

（福岡クロスオーバーSDC 大津山 和江） 

 

今改めて大変な職務をお引き受けて重圧を感じ

ています。 

支部の大切な財産をお預かりし、S 協と九州支

部との関連する財務を確実に誠実に管理処理して

まいります。まだまだ先輩のお知恵をお借りしな

ければなりません。よろしくお願いします。 

（Ferris Wheel 稲倉 郁子） 
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この度、監事を引き受けることになりました。

この春までは、総務委員として微力ながらお手伝

いしてきましたが、今回初めての役で、緊張して

います。皆様のご意見を伺いながら、頑張りたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

（熊本 SDC 小串 夏代） 

 

総務委員、二期目に入りました。ようやく行事

の流れが解ってきたところです。 

皆さんの足手まといにならないように努めてい

きたいと思います。 

（長崎出島 SDC 片岡 順子） 

 

前会長兼代表幹事の後任という大役を仰せつか

りました。ダンス歴？十年の大先輩の方々を前に

身の縮む思いをしています。責任の重大さを知る

につれ不安は増す一方ですがクラブ会員を始め皆

様方の教えを仰ぎご協力を賜りながら頑張りたい

と思っています。どうぞ宜しくお願い致します。 

今年度より新しくコーラー研修会部門が設けら

れ、片岡さん（長崎出島ＳＤＣ）、林さん（大分

ＳＤＣ）と濱本（長崎オレンジスクエアーズ）の

３名が担当する事になりました。九州は、新支部

長、副支部長始め、多くのコーラーが活躍してい

ます。今後九州全体のレベルアップを目指して楽

しく研修出来る場を皆で探りながら作っていきた

いと思います。宜しくお願い致します。 

（長崎オレンジスクエアーズ 濱本 千津子） 

 

昨年度に九州統括支部のホームページをリニュ

ーアルいたしました。九州統括支部の活動の情報

発信源としての役割を果たすため、支部の活動状

況を都度アップデートして行きたいと思います。

何卒よろしくお願いいたします。 

皆様方からのパーティー情報や日頃のスクエア

ダンス活動等の情報のご提供を、随時受付けてお

ります。ご連絡をお待ちしています。 

（北九州ﾌﾟﾗﾏﾈｰﾄﾞｽｸｴｱｰｽﾞ 中川 功） 

（大分 SDC 林 由子） 

幹事会報告 
平成 30 年 4 月 7 日（土）11:30 より、都城市ホテル中山荘にて九州統括支部幹事総会が開催されま

した。出席 20 名、委任 4 名、欠席 1 名でした。支部規定により議長に柴田支部長、書記に大津山氏

が選出されました。  

◎ 議事概要は次の通り 

〇 平成 29 年度事業報告 

 4/8,9 第 2 回九州統括支部ジャンボリーin 北九州（167 名参加） 

4/8 SD 地域普及支援研修会（23 名参加） 

6/4  第 22 回九州プラスパーティー（70 名参加） 

9/23,24 第 3 回九州統括支部 SD 講習会（60 名） 

3/11 SD サポーター育成講座（30 名参加）そのうち 8 名ダンサー 

〇  平成 29 年度収支報告書は、支部収支と講習会収支の相違点を精査し、後日幹事各位に報告するこ

とで、承認された。 

〇 九州統括支部規約改正について「各県の幹事及び会員数により按分にて決まる」なっているが、幹

事会において数を示すことはできないのか。という意見に対し、次の通り決まった。総務委員の数は福

岡４名、大分１名、長崎２名、熊本１名、宮崎１名を互選する。将来的には、佐賀、鹿児島にも１名ず

つ選出したい。 

☆修正部分を各幹事に報告することで承認された。 

〇 役員選考及び総務委員の数について承認された。 

〇 平成 30 年度事業計画 

4/7,8 第 3 回九州ジャンボリーin 都城 

6/10（仮称）熊本震災復興パーティー 

9/29,30 第 4 回九州 SD 講習会 

10/28 SD 普及サポーター養成講座 

H31/2 コーラーズ研修会 

 上記事業計画について承認された。 

〇 予算案は承認された。 

〇 第４回九州ジャンボリーは、H31 年 4 月 6～7 日（土、日）に長崎市で開催。 
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平成 29 年度 九州統括支部 収支計算書 (平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日) 
単位：円 

科目 平成 29 年度 平成 29 年度 差異 備考 

予算額① 決算額② ③＝②－① (決算額に対する記載) 

収入の部 

① 活動費・補助金等 370,000 410,430 40,430 S 協からの活動費 378,600+800+31,030 

② 事業収入 1,950,000 1,695,100 ▲254,900  

 普及促進事業収入 0 0 0  

資質向上事業収入 500,000 376,000 ▲124,000 会費 8,000×47 

交流事業収入 1,450,000 1,319,100 ▲130,900 ジャンボリー 1,178,600 プラスパーティ 140,500 

調査研究事業収入 0 0 0  

③ 雑収入 0 0 0  

収入計 2,320,000 2,105,530 ▲214,470  

支出の部 

① 事業費 2,650,000 1,635,134 ▲1,014,866  

 普及促進事業費 
100,000 124,746 24,746 

かわら版 40,005 地域普及支援者研 77,889 

HP 費 6,852 

資質向上事業費 1,000,000 419,804 ▲580,196 講習会 432,820－18,016 コーラーズ補助 5,000 

交流事業費 1,550,000 1,090,584 ▲459,416 ジャンボリー 977,628 プラスパーティ 112,956 

調査研究事業費 0 0 0  

② 管理費 405,000 381,613 ▲23,387  

 会議費 300,000 321,613 21,613 幹事会 131,380 / 4,320 総務委員会 185,913 

通信費 10,000 0 ▲10,000  

役員活動費 70,000 60,000 ▲10,000 支部長他役員活動費 2 万･1 万･5 千×6 

消耗品費 10,000 0 ▲10,000  

印刷製本費 5,000 0 ▲5,000  

雑支出 10,000 0 ▲10,000  

支出計 3,055,000 2,016,747 ▲1,038,253  

事業活動収支差額 ▲735,000 88,783 823,783  

     

当期収支差額 ▲735,000 88,783 823,783  

前期繰越収支差額 3,158,086 3,158,086 0  

次期繰越収支差額 2,423,086 3,246,869 823,783 ゆうちょ 3,246,869 円ある 

 

 

平成 30 年度 九州統括支部 収支予算書 (平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日) 
                                       単位：円 
科目 平成 30 年度 備考 

予算額①  

収入の部 

① 活動費・補助金等 370,000 S 協からの活動費 

② 事業収入 1,950,000 講習会、ジャンボリー、プラスパーティ 

③ 雑収入 0  

収入計 2,320,000  

支出の部 

① 事業費 
2,650,000 

かわら版・HP 費・地域普及支援者研修・講習会 

コーラー研修会・ジャンボリー・プラスパーティ等 

② 管理費 405,000 幹事会・総務委員会・役員活動費・印刷代等 

支出計 3,055,000  

事業活動収支差額   

   

当期収支差額 ▲735,000  

前年繰越収支差額 3,246,869  

次期繰越収支差額 2,511,869  

 

 幹事会で配布した「決算報告書」の記載内容が分かりにくいというご意見があったため、今回、 

詳しく記載しています。「予算書」の方は、省略版を載せています。ご了承下さい。 
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九州ジャンボリーを終えて 

みやこんじょ華クラブ 藤田 悦子

当クラブが九州ジャンボリーの主管を担当する

こととなった時、様々なことを考えました。①会

場（中山荘）への交渉、②夕食、懇親会、昼食の

内容、③夕食後のダンス内容、④宿泊の金額と部

屋、送迎バスの台数 etc. 

 ダンスプログラムは、経緯を熟知しておられる

柴田会長が作成されることでひとまず安心、他

は、半年前の当クラブのアニバの経験を活かせる

と思いました。①会場についてはアニバ同様、必

要な部屋数と室料を考慮してもらえました。②夕

食、老若男女を問わず食べることは人間本来の欲

望であり、楽しみでもあります。 

参加者が予定より多く、採算がとれそうでした

から、都城牛や二次会でのつまみなど、メニュー

に加えてもらいました。③

ダンサーも年を重ねるごと

に持久力が不足してきま

す。そこをカバーできる内

容を、夕食後のダンスで、

各県に考えてくださいと提

案したところ、それぞれの

アイディアが出され、スク

エアダンス以外のゲームや

踊りを楽しむことが出来ました。来賓の勝亦氏の

カントリーダンスには大きな拍手が湧きました。

④中山荘は宿泊人数に限りがあるため、当クラブ

員の一員の一人が経営に関わる他のホテルにシン

グル希望者を送迎しました。バス 3 台のお世話係

を参加者の中からお願いしたため、送迎がスムー

ズに出来ました。 

 都城市では、文化交流事業として、5 人以上の

組が、合宿や研修、イベント等で、市指定の施設

を利用した場合、各人への補助金が支給されるシ

ステムがあり、既に当クラブのアニバ、九州ジャ

ンボリーに於いても利用されています。当クラブ

は、九州で最も田舎のクラブであり、交通の利便

性など課題もありますが、Ｓ協の大きな行事に関

わったことが、クラブ員の意識、意欲の啓発にな

ったと思っています。ありがとうございました。

 

 

 

熊本地震復興パーティーに参加して 

熊本スクエアダンスクラブ 光永 季子

6 月 10 日（日）熊本市東部交流センターにお

いて熊本地震からの復興祈念パーティーが行われ

ました。地震の時には私たちのクラブでも家が全

壊や半壊になり、家を修理解体したり、一時は他

県に避難した仲間もいましたが、今ではみんな戻

りまた毎週集まって楽しく踊っています。熊本地

震の時にはＳ協を初め多くの方から、心温まる義

援金、お見舞いや励ましの言葉をいただき本当に

ありがとうございました。何よりの励みになりま

した。   

一年前にこの復興祈念パーティーをすることが

決まった時は「できるだろうか・・」と正直思い

ましたが、皆さんに御礼とお返しをするチャンス

と考え、応援して下さる皆さんの気持ちに応えた

いと一生懸命準備をしてまいりました。当日は

100 名を超える皆さんに参加を頂き、思い思いの

衣装に身を包み和やかに笑

顔溢れる中で楽しく踊るこ

とができました。 

私達のサークルは熊本で

唯一のスクエアダンスクラ

ブであり、メンバーは 22

名で、それなりに年齢を重

ねておりますが、みんなス

クエアダンスをすることが 

大好きです。爽やかにストレスを発散し、健康を

保ちながら一日でも長く笑顔で踊り続けられるよ

うにと頑張っています。 

パーティーの収益と皆さんからいただいたご支

援は熊本城の再建に役立たせていただこうと考え

ております。 

本当にありがとうございました。 
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九州アイランド! 

楽しか! 

 

普及サポーター育成講座について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  詳細は「S協ニュース」５月号に掲載されています。 

 ・SD未経験者ダンサー   ８名  

 ・普及サポーター受講生  ダンサー ５名 ・ 初心者指導未経験コーラー ２名              

       コーラー ６名 

  初めて踊る人に「普及サポーター受講生」も戸惑ったり、意思が通じなかったりしましたが、 

 最後は、九州アイランドの奇跡で、感動的な、にこにこ笑顔の未経験者ダンサーでした。 

 

 

  この後「例会で教えるのに役に立っている。」「TAIKEN プログラムを練習の中で使っている。」

といった声が寄せられました。実際、体験会を開催していただいた事例を紹介します。

 

SD 1日体験会を開催して 

グリーングラス 栗下眞理子

 ３月にこの講座に参加して、かねてよりやって

みたかったことにぴったりでしたので、「SD１

日体験会」を企画しました。日ごろから広報くる

めにレクリェーション講座（定員 30 人）とか載

っているのを見て、スクエアダンスでできないも

のかなあと思っていたので、この企画を広報くる

めに載せてもらおうと思い立ちました。 

 九州統括支部の後援、久留米市教育委員会の後

援をいただき、やっと５月１日号に載りました。

カラー紙でチラシを作り、会員のお手伝いもあっ

て、支所やコミュニティーセンター、幼稚園など

に置き、ワクワクして待ちました。受付１日目に

１本の電話があり、２～３日経ってもう１本、そ

れっきりでした・・・心が折れました。 

 知名度の低さを改めて実感し、メディアに載せ

る方法はないものかと思います。 

 6 月 11 日、当日は、5 人の未経験ダンサーと

お手伝いダンサーで踊りました。全員でビッグサ

ークルを作り盛り上げました。そして、3 月の普

及支援者（サポーター）の講習会で得たことを活

かして TAIKEN プログラムを使い、日本語で補

足したり知っている曲をかけたりしてやさしく楽

しく進め、最後にパートナーを変えないシンギン

グで踊りました。未経験者の方には、楽しかった

と言っていただきました。 

 宣伝の反応が小さくて、驚いたり、がっかりし

たりしたのですが、未経験者の人数は少なくても

スクエアダンスをやり続けることが大切かなと思

いました。こんなに楽しくて、体に良いダンスを

何とか広めたいと切に願っています。インスタ映

えする写真をアップしたら・・・・・アップしま

しょう。スクエアダンスブームが来る日は近いか

もしれません。 

 

 この SD 普及活動が九州各地で盛り上がって、体験会や初心者講習会などが開かれるようになればと

思います。各地での実践があったら、お寄せください。 

 また、支部では、この講座を宮崎で 10 月 28 日に開きました。内容は次回のかわら版でお知らせいた

します。 

「普及サポーター育成」というのは、スクエアダンスの普及を目標にして設けられたものです。 

コーラーが指導するだけでなく、ダンサーも基本的な指導ができるように「普及サポーター」を

育てようとしているものです。「普及サポーター」は数年程度 MSダンサーとしての経験があれば

出来るようになっています。「普及サポーター」はコーラーではありません。CDにコールが録音

されています。「普及サポーター」は CDに録音されている動作を TAIKENプログラム指導マニュ

アル(サポーター用)に沿って説明すれば良いのです。「普及サポーター」がダンサーに動作を 

説明した後で、コール入りの音楽 CDで踊ってもらいます。出来なかったら音楽を止め、再度説明

をして、踊ってもらえば良いのです。「普及サポーター」を増やすことで、体験者が増えたり、

初心者講習会が開催されたりして、スクエアダンスの更なる普及に繋がると良いですね。 

九州で初開催 平成 30年 3月 11日福岡市中央区簀子公民館にて 

普及サポーター育成講座とは．．． 

この波及 
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「豪雨・地震災害義援金募金」にご協力下さい 
 

  今年は、6 月中旬から、近畿地方を中心にした地震、また、中四国を中心に北海道 

 から九州にわたる広い範囲での集中豪雨があり、甚大な被害がありました。 

  何ヵ月か経ちましたが、なかなか以前の生活に戻れず苦労していらっしゃる方も 

 多いと思います。 

  少しでも役に立てばと S 協の方でも義援金募金を呼び掛けています。 

  日本スクエアダンス協会機関紙「S 協ニュース」No.2282 2018.09 P18 に、詳細が 

 記載されていますのでご参照下さい。 

  皆様の温かなご支援をお願いいたします。 

  

 

 

 

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

11/11(日) 日連熊本県支部 

SD&LD 講習会 

熊本市健軍小学校 小串 夏代 096-367-2632 

11/18(日) 鹿児島 SDC アニバーサリー 鹿児島市立城西公民館 高取 正臣 090-5743-3134 

11/23(金) 佐賀 SDC アニバーサリー 川上公民館 芦刈 由美子 0952-62-4130 

11/23(金) 

～24(土) 

大分 SDC アニバーサリー 日出町中央公民館 

豊泉荘 

林 由子 090-5385-6291 

11/24(土) 

～25(日) 

長崎オレンジスクエアーズ 

アニバーサリー 

長崎温泉やすらぎ伊王島 濱本 千津子 0957-43-4355 

2/16’(土) 

～17(日) 

See Saw Swingers 

アニバーサリー 

福岡リーセントホテル 柳井 文人 092-716-3656 

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 
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 柴田 邦俊さん 
 
九州統括支部が誕生し、支部長、副支部長、会計、監事、総務委員と組織の基礎を作っていただきま

した。また、九州での全国コンベンションが２０１５年（平 27）にあり、ご苦労されました。緻密な計

算で無駄を省き、低予算に抑え、高校生の躍動感溢れるダンスのエキシビションもありの楽しさあふれ

るコンベンションでした。今回、支部長は退任されますが、総務委員として残っていただき、わからな

いところなど、お手伝いいただきます。 

 

理事、九州統括支部長退任にあたって 
                        チアフル福岡 SDC 柴田 邦俊 

 
この度、九州統括支部、全国理事を退任しまし

た。在任中は皆様方からのご支援ご指導を頂きま

したことに感謝申し上げます。平成 23年九州ブ

ロック長、理事に就任し 7年間九州のお世話をさ

せて頂いたことになります。この間、九州のスク

エアダンス関係者の強い願いであった九州支部独

立の発足準備が進み、西日本統括支部を九州と中

四国に分割することが承認され、平成 2６年 6月

に九州統括支部が誕生し、九州独自の歩みが始ま

ったのです。その年の 9月、福岡で開催の「全日

本スクエアダンスコンベンション in九州」は、

西日本統括支部主管の最後コ

ンベンションで、九州で 3度

目（別府、北九州）の思い出

深いものになりました。 

来年は 80才になりますが、

体力、気力の続く限りスクエ

アダンスを踊っていくつもり

です。また何処かで皆様に 

お会いする機会があった時には、よろしくお願い

します。 

 

 

 川本 雅己さん 
 
 ２００４年（平１４）九州の副ブロック長を皮切りに、その後九州ブロック長を 6年。西日本から九

州が独立し、統括支部となった時から副支部長として、6年。通算 16年もの長い間、九州のお世話、舵

取りをしていただきました。 

 途中に九州での全国コンベンションが 2度ありました。でも、もっと以前、23年前、1995年（平

７）に九州初の全国コンベンションが別府杉乃井ホテルで開催されました。その時の実際のお世話を取

り仕切った事務局長です。すばらしい会場と豪華な食事が印象深いコンベンションでした。数えきれな

いくらいの功績があり、名残惜しいですが、退任されました。 

 

役員退任にあたって 
大分ＳＤＣ 川本 雅己 

 16年間のご協力本当にありがとうございまし

た。スクエアダンスを森さんの指導で始めたの

が、今から丁度 30年前の昭和 63年の事です。そ

の頃は月に１回の例会で 1歩前進 2歩後退の有様

でした。1年後にクラブを発足、週 1の例会にな

り徐々に上達？10年続けられれば良いかな！位

の感覚で踊っていました。30年も続けていると

は、我ながら驚きです。3年ほど前から、そろそ

ろのんびりしたいなと思い、今回、支部の役員を

退任することにしました。中村支部長、柴田前支

部長、総務委員、各クラブ

代表幹事の皆様には大変お

世話になりました。改めて

感謝申し上げます。これか

らは自分のペースで踊り続

けられれば良いかなと思い

ます。 

 大分にもう１つクラブを

と思い、現在奮闘中です。

皆さんも新しい仲間づくりに頑張りましょう。 

 

nag長い間 九州のお世話ありがとう！ 
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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/ 

 

 


