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「幹事総会および S協会員登録数の報告」 
 

統括支部長 大津山 和江 

1.  2021 年度 九州統括支部 幹事総会の報告 
 標記総会につきましては、4月 10日（土）に、代表幹事 14名が参加して、福岡市「コミセン和白」にて

開催されました。その結果、今回提出した 4つの議案、即ち、第 1号議案「2020年度事業報告」、第 2

号議案「2020年度収支決算報告」、第 3号議案「2021年度事業計画(案)」、および、第 4号議案「2021

年度収支予算(案)」は、すべて承認されました。以下、幹事総会の結果についてご報告いたします。 
 

 (1) 2020 年度事業報告 （第 1 号議案） 

    ・ コロナ感染の影響により、支部主催のすべての行事は中止となりました。 

    ・ SDかわら版発行（2020年 7月・2021年 2月） 
  

 (2) 2020 年度収支決算 （第 2 号議案） 
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 370,000 380,900 10,600 S協からの活動費 

ライセンス収入 0 0 0  

事業収入 900,000 0 △900,000 講習会中止 

雑収入 0 0 0  

収入 計 1,270,000 380,900 △889,100  

支出の部 

ライセンス運営費 0 0 0  

事業費 1,100,000 107,645 △992,355 
助成金、かわら版、HP費、ジャンボリー経費 

講習会経費 

会議費 480,000 208,180 △271,820 幹事会、役員会、総務委員会 

通信費 10,000 11,700 △1,700 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 10,000 990 △9,010 領収証、封筒 

印刷製本費 5,000 0 △5,000 コピー代 

雑支出 10,000 0 △10,000  

支出 計 1,705,000 413,515 △1,291,485  

当期収支差額 △435,000 △32,615 402,385  

前期繰越収支差額 3,066,447 3,066,447 0  

次期繰越収支差額 2,631,447 3,033,832 402,385  

 

 (3) 2021 年度事業計画 （第 3 号議案） 

    下記行事を計画していましたが、コロナ感染の影響により、統括支部主催のすべての行事は 

   中止となりました。 

      ・ 第 6回九州ジャンボリー(中止)  2021年 4月 11日 熊本市火の国ハイツ 

      ・ 九州プラスパーティー(中止)  2021年 6月 6日 福岡市 

      ・ 第 7回スクエアダンス講習会(中止) 2021年 9月 4～5日 長崎市 

      ・ SDかわら版発行  （2021年 7月、2022年 2月に発行予定） 
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 (4) 2021 年度収支予算 （第 4 号議案） 
収入の部 

項目 
21年度予算  

① 

20年度予算

② 

差異 

②-① 
備考 

活動費・補助金等 370,000 370,000 0 S協からの活動費 

ライセンス収入 10,500 0 △10,500 (1,000円×35人)×30% 

事業収入 0 900,000 900,000 講習会、コーラー研修会、ジャンボリー 

雑収入 0 0 0  

収入 計 380,500 1,270,000 889,500  

支出の部 

ライセンス運営費 10,000 0 △10,000 旅費 

事業費 120,000 1,100,000 980,000 
かわら版、助成金、HP 費、講習会、ジャンボ

リー 

管理費 605,000 605,000 0  

支出 計 735,000 1,705,000 970,000  

当期収支差額 △354,500 △435,000 △80,500  

前期繰越収支差額 3,033,832 3,066,447 32,615  

次期繰越収支差額 2,679,332 2,631,447 △47,885  

 

 (5) 全日本スクエアダンスコンベンション in 福岡（2023 年開催）の準備状況について 

    現状は、会場の予約、旅行会社の見積もりが終わった段階です。今後は業務内容を検討した上で 

   実行委員会の設置に向けての検討を進めます。九州統括支部内の全てのクラブに何らかの役割を 

   担っていただき、「全日本スクエアダンスコンベンション in福岡」への全員参加を推進いたします。 

 

 (6) ライセンス制度について 

   具体的な事業として、「ライセンス検定」と「ライセンスホルダー研修」がありますが、今後の方針に 

  ついては、支部ライセンス委員会を開催して検討いたします。 

 

2.  2021 年度 S 協会員登録者数の報告 
 2021年度、S協登録状況です。コロナ禍で全国的に会員が減少し厳しい結果となっています。九州

統括支部及び全国の過去 5年間の会員推移は表 1のとおりです。 

 

                    表 1  2021 年度 S 協会員登録状況 

年度 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 対前年比 

九州統括支部 462 名 459 名 465 名 464 名 442 名 95.3 % 

全国 14,385 名 14,239 名 13,994 名 13,608 名 11,291 名 83.0 % 

 

 また、退会された会員の退会理由について表 2にまとめてみました。 

 

                          表 2 退会理由 
   理由 

県 移籍 高齢 体調不良 介護 転居 その他 

福岡  2 9 1  9 

佐賀       

長崎  2 1   2 

熊本       

大分       

宮﨑   1    

鹿児島 2    1 1 

沖縄       
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 例会が実施出来ない状況にある中、31 クラブ中 17 クラブが 100％の継続率でした。その理由として

は、大半の方が、ダンスを踊ることも大切ですが、仲間と集まること、スクエアダンスを通しての繋がりに

意義を感じてクラブを辞めたくないようです。ワクチン接種も進んでまいりました。一日も早く元どおりの

生活に戻り、各種イベントが復活し笑顔と音楽に溢れた日常が訪れることを願っています。 

 

九州統括支部内クラブ紹介 

 
桜島ベイスクエアダンスクラブ (鹿児島県) 

「生涯現役を目指して」 

文責 隈元 容子 

 鹿児島市にある、私達の「桜島ベイスクエアダン

スクラブ」は、平成 17年に、それまでのクラブが

解散したため、指導者もコーラーもいない 10人

だけで、「たてばば SDC」として立ち上げました。  

 地域の中で小さく活動していましたが、青木ご

夫妻にコールをお頼みすることとなり、令和 2年

度より日本スクエアダンス協会に加入し、それを

機会に、鹿児島のシンボルである桜島にちなみ、

クラブ名称を変更することとなりました。 

 

 令和 2年は、コロナ禍のため休会したり、CDや

リモートで踊ったりで終わってしまい、残念な S協

デビューの年でした。令和 3年は、青木夫妻も復

帰して例会が出来ることに感謝です。 

 

 

 

矢上 SDC (長崎県) 
「クラブ紹介」 

文責 廣田 妙子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東長崎の矢上団地住まいの人を中心にスタート

した当クラブですが、15年を過ぎました。現在、

会員は、１１人（男３人、女８人）です。 

 例会では、MS と AD を交互に踊っています。 

 遠く平戸から通っていただいている宇野さんの

流暢なコールに乗って、厳しい教えを受けながら

楽しく踊っています。 

 春には隣接の公園桜の下で弁当を広げ、スク

エアやオクラホ・ミキサーのなどのダンスに高じ、

自家菜園の新鮮な野菜を分け合い、外食会での

おしゃべりなどで、「仲良し＆アットホーム」なクラ

ブです。 

 元気な高齢会員が多いですが、先々のクラブ

の存続を考え、新入会員の呼び掛けに力をいれ

ています。昨年は、市公民館講座（4回シリーズ）

を開催し、１５名の参加がありました。直ぐの入会

には繋がりませんでしたが、地域の人に SD を知

って貰う良い機会になりました。今後も続けていく

つもりです。 

 その他、午前中の例会では、近くの向上心旺盛

なダンサー10名程が集まり、「C1」にチャレンジし

ています。覚えては忘れ、忘れては覚えの繰返し

ですが、いつかは先輩に交じって踊れることを目

標にお互いを励まし合いながら頑張っています。 

 このコロナ渦が早く終わり、九州支部の皆さんと

笑顔でお会い出来るのを楽しみにしています。                               

福岡クロスオーバーSDC (福岡県) 
「前を向いて楽しく」 

文責 田川 英子 

 スクエアダンスの愛好者が、ダンスを通して親睦

を深めることを目的として、発足。福岡市のど真ん 

中に位置する、アクロス福岡という最高の立地条

件の会場です。今年で 9年目を迎えます。 

 大津山ご夫妻の各々の個性ある指導の下に、

MS・PLUSを中心に月 3回の例会です。コロナ禍

で、例会の開催が不規則であったり、感染用心の
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ため、しばらく参加できない会員さんもいらっしゃ

います。いつものメンバーと顔を合わせて踊る楽

しさとおしゃべりが、今更ながらに大切な時間だ

ったと思うこの頃です。 

 発足時、平均年齢が 60歳台後半だったのが、

今では 70歳台後半になり、ダンスの進歩・スピー

ドがゆっくりになりました。 

 他クラブからの応援を頂きながら、健康に気を

付けて、和気あいあいと笑顔の絶えない仲間との

スクエアダンスの繋がりに感謝して、10年目を迎

えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米つくしんぼクラブ (福岡県) 
「クラブ紹介」 

文責 古川 妙子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 久留米つくしんぼクラブは、2003年 4月に 9人

でスタートしました。代表以外は、「スクエアダンス

とは何？」状態で、そんな 8人に対し動作の説明

やマナー等を丁寧に教えて頂きました。どんな世 

 

界なのか知らずに 2年ほど例会に参加していま

したが、いつ辞めようか考えていたのは、私ばか

りではなかったようです。 

 2005年頃に初めてパーティーに連れて行って

もらい、参加した皆が感動し夢中になりました。家

族からも「ほんとうにつくしんぼだ！どこにでも顔

を出す！」と言われるくらい講習会、他クラブのア

ニバに参加いたしました。 

 今年 18年目を迎えましたが、17年間指導して

下さった木下さんが退かれることになり、急遽役

割分担し、クラブ続行となりました。 

 コロナ禍ではありますが、新しい仲間も増え、新

しいコーラーを迎え、スクエアダンスの繋がりに感

謝しながら楽しく踊りたいと一致団結しています。 

 これからも他クラブの方々のご協力・応援を頂き

ながら続けていければと思っています。よろしくお

願いいたします。 

                    

今後の行事予定 
 

福岡県 9/12 (日) 福岡県フォークダンス大会 アクシオン福岡 

 10/9 (土) 福岡県ラウンドダンス講習会 コミセンわじろ 

 2022年2/5 (土)～2/6 (日) 第 30回 See Saw Swingersアニバーサリー 福岡リーセントホテル 

長崎県 10/17 (日) 長崎県スクエアダンス交流会 諫早たらみ会館 

熊本県 11/7 (日) スクエアダンス＆ラインダンス講習会 熊本市健軍小学校体育館(予定) 

宮崎県 10/24 (日) みやこんじょ華クラブミニパーティー 祝吉地区公民館 

 

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/ 

http://www.sdkyushu.com/

