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平成29年、新しい年が始まりました。会員の皆様
には新たな気持ちで新春を迎えられたことと思います。
平素から、それぞれの立場でクラブ活動にご協力
いただき心から御礼申し上げます。
昨年は、9名の新しい仲間が加わり例会も活発に
なってきました。また、54周年アニバーサリーパー
ティーを開催いたしました。短い準備期間ではあり
ましたが、大勢の方にご参加いただき、非常に盛り
上がりのあるパーティーにすることができました。
改めて東スケのクラブ力の素晴らしさを感じました。
皆様のご尽力に感謝申し上げます。
本年、当クラブは1962年に創立して55周年目を
迎えます。創立以来多くの会員の皆様のご努力、
ご尽力があっての今日と思います。会の代表者として
御礼申し上げます。
本年も新しい仲間を増やしていくために、2月18日、
25日の2回無料体験会を経て3月4日から初心者講習
会を開催いたします。皆さんの周りの方にスクエア
ダンスの楽しさを伝えてお誘いください。
また、55周年を記念して、アメリカから3名のゲスト
コーラーを招聘し、10月7日、8日、9日の3日間記念
大会の55周年アニバーサリーパーティーを開催いた

します。大勢の皆さんに参加して
いただくようお友達にお声掛けくだ
さい。十分な準備をして臨みたいと
思います。
今、クラブでは、クラブ財政の
問題等今後への対応を検討していかな
ければならない課題も多くあります。、皆さん一人
一人が「クラブが皆さんのために何をしてくれるか
ではなく、皆さんがクラブのために何ができるか」を
考えていただきながら、役員の方々をはじめ会員皆
さんの献身的なご協力を仰ぎ、課題を克服し、楽しい
有意義な例会を維持できるよう努めてまいりたいと
思います。
東スケは、スクエアダンス、ラウンドダンスを楽しむ
人達の集合体です。会員同士親睦を図り、明るく、
楽しくダンスを踊ることが目的で、毎土曜日の例会が
基本の活動の場になります。自分自身が楽しいのが
一番ですが、自分一人だけが楽しむのではなく、
周りの人への気配りも心がけ楽しい例会になるよう
ご協力お願い致します。
皆さん、健康に留意して、今年もダンスを笑顔で
楽しみましょう！！

第54回創立記念パーティー　2016年10月10日（月･祝）　中央区総合スポーツセンター
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「アニバ54」開催で惚れ直したクラブ東スケ
糸原 淳一

2016年10月10日（祝・月）、中央区総合スポーツセン
ターにて10:30〜16:00、一般参加者・招待者・会員含め
800名規模の開催となりました。来年「創立55周年」を
迎えるためにも、多数の会員の意思のもと、「アニバ54」
開催を決定。2会場を押さえ、日数がないながらも、
会員一同一丸となって準備し、華やかかつ盛大に開催
できました。「やっぱりさすが東スケだなぁ…」とあらた
めて惚れ直しました。

初めてのアニバ
金丸 ひろ子

今回のアニバ54は、ビギナーとして初めての参加で
した。事前に例会で頂いた『会場係の役割分担』を事も
あろうに置き忘れ帰宅した私は、当日まで不安がいっ
ぱい。当日はよく晴れ、浜町のスポーツ会場は先輩方の
入念な準備と手際良い運びで、短い時間に素敵なアニ
バーサリー会場になりました。これは私にとって驚きで
した。入場される方々は様々なコスチュームに身を包み
晴れやか。
歯切れ良いコールでダンスが始まり、スムーズにプロ
グラムが進行していくのには感心！感動！でした。「楽し
んでる？」自分の事で精一杯な私たちビギナーにも先輩
方は声を掛けてくれます。
あっという間に時間が経ち、楽しそうに家路に付か
れる方々をお見送りすると、余りお役に立てなかった
私ですが、充実した楽しい一日に感謝しました。

感謝、感謝です
佐々木 利美

東京スクエアダンスクラブ第54回アニバーサリーおめで
とうございます。この中の一員になれたこと、とても
うれしく思いました。2回目のパーティーでまだまだ踊れ
ないので不安でしたが、とても楽しく時間が過ぎました。
観覧席から見た、皆さんが楽しそうに踊っている姿、
早く楽しく踊れる様になりたいと思いました。色々な
コーラーさんとても新鮮な気分になりました。赤いコス
チュームも少し慣れてきたようです。最後に会場の準備等
ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ビギ
ナーに踊って下さる方を探していただき気遣いありがとう
ございました。感謝、感謝です。

チームカラーの赤はとても美しい
細井 直子

8月のDOSADOに次いで、今回の記念パーティーに
参加。緊張いたしました。浜町中央総合スポーツセン
ターの会場にも圧倒されました。800名の参加やご来賓。
詳細なタイムスケジュール。この日に至るまでの準備に
つくされた、おひとりおひとりに感謝申し上げます。
見る位置も、フロアで見る、観覧席で見ることの違いも
分りました。様 な々コスチュームの華やかな中に、チーム
カラーの赤はとても美しく見えました。800分の1人
として、おもてなしの心とスマイルを学びました。有難とう
ございました。

第54回 東京スクエアダンスアニバーサリー
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とても充実した3日間でした
山下 恭正

8月5日（金）から7日（日）まで5年ぶりに関東エリアで
コンベンションが開催された。新横浜プリンスは2001年に
続いて2回目の参加になる。急いで受付を済ませ早速
プログラムを開いた。「“うーん”文字が小さくてよく見え
ない」が、まずはうちのコーラーさんの時間をチェック。
ちゃんと行きましたよ！！元会員の佐々木健自さんが
キュアーでエントリーしていました。3日目にやっと実香
夫人と一緒のところを見つけ再会出来ました。3フロア
6会場に分かれてのダンス。お祭りらしく沢山のお店が
出店していましたが、殆どダンス漬けの毎日。夜は
おいしい中華に舌鼓を打ち、とても充実した3日間でした。
出会った皆さんと仙台での再会を誓い合いました。

第55回全日本スクエアダンスコンベンション（主催：S協）が、
新横浜プリンスホテルで盛大に開催されました。

参加者は約1,600名、東スケからも64名が参加しました。

大切な仲間に「サンキュー」
佐藤 節子

今回はじめて参加しました。開会式に間に合うよう、
夕方、新横浜に到着、会場へ向かいました。会場に
入った瞬間とても素敵な空間が広がっていました。
受付のフロアへ進むにつれコスチューム姿の人が多く
なり、もうすでに楽しんでいる様子が伝わってきました。
受付を済ませ、開会式場へ、とても広いホールはたく
さんの人でいっぱいでした。東スケの赤いコスチュームの
一団を見つけ皆様と式に参加しました。開催中は大小
6ヶ所の会場でいろいろなダンスのプログラムが用意
されていました。私は、MS（メインストリーム）の会場で
過ごし楽しく踊りました。途中、プラスとラウンドの
会場を見てきました。それぞれ趣の異なる雰囲気で、
もう少し見学したかったと思っています。最終日、ラスト
ダンスは「コンベンション	in	横浜」の閉会を惜しむような、
ゆったりとしたすてきなコールで終了し、長い拍手の後、
閉会となりました。初日から最後までお疲れにもかか
わらず、お相手して下さったクラブの皆様、本当にありが
とうございました。そして3日間一緒に過ごした大切な
仲間に「サンキュー」。

第55回 全日本スクエアダンスコンベンション in 横浜に参加して
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初めての東京ジャンボリー
金丸 ひろ子

師走最初の休日はよく晴れ、『東京ジャンボリー』が
府中で開催されました。ビギナーの私にとって府中会場は
三度目です。この日は定刻前から女子更衣室3室は
荷物で埋め尽くされ、私が急いで着替えをし会場に
入りますと、既に溢れんばかりのダンサーが色取り
取りの衣装で踊っていました。素敵な音楽が響く中を
進むと我がクラブの赤いコスチューム群を見つけました。
こんな時は一瞬懐かしい想いがするものです。つい昨日
例会でご一緒したばかりなのに嬉しくて駆け寄りました。
そこから私もダンスに加わりました。ビギナーバッチに
気付いてもらい他のクラブの方にも誘って頂きました。
未だ動作を間違える私ですが、笑顔で皆さんが対応して
下さるので、ダンスマナーとはいえ大変有り難いです。
昼近くなり『旗行進』の時間になりました。私は旗を
持つ係なので会場外の待機場におりますと、さすがに
37ある東京のスクエアダンスクラブ、見る間にどんどん
人が集まり列が伸びていき壮観でした。会場では、

広島の原井耕次氏（アステールナインスクエアーズ）をゲストコーラーに迎え、
第34回東京ジャンボリーがルミエール府中で12月4日（日）に開催されました。

当クラブからは約40名の参加で、S都連傘下の37クラブの仲間とともに楽しい一日を過ごしました。

第 3 4 回  東 京ジャン ボリー

さっきまで踊っていたダンサー達が会場中央にロードを
作るべく両サイドに人の列を作りました。そのロードを
次 と々クラブの旗が紹介され行進してゆきます。クラブ
誇りの旗が我がクラブの前を通ると一際大きな声援が
上がりました。手を振り、手を振ってもらいました。
昼食は今回、会場にシートを敷き短い時間で各自
用意のお弁当を食べました。こんなスタイルも運動会
みたいで愉しいです。再びシートを片付けると華やかな
ダンス会場に戻りました。実に手際よく、パーティーが
進行していくのには毎回驚かされます。また細部にも
50年余りのスクエアダンスの知恵と歴史を感じるものが
あります。素晴らしいコールと音楽に励まされ、先輩
たちに助けられながら今回も夢のような時間を過ごし
ました。振り返れば、日常的な私の運動不足を心配した
娘夫婦に誘われ始めたスクエアダンスは10か月が経ち
ました。新しいことを覚えるので大変速く過ぎた日々
でしたが、お陰様で新しい出会いと発見が多くあり
ました。充実した日 を々過ごせたと感謝しております。
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DoSaDoパーティーに参加して
木暮 光男

広い会場にあふれんばかりに犇（ひしめ）くダンサー。
その熱中して踊っている光景にこれから加われることの
喜び。黒澤さんの親切ていねいなコールと大上さんの
個性的で力強いコールが印象的でした。特にパーティー
後半での大上さんのMSのコール。すごく速いのにそれに
合わせてリズミカルに型を成していく先輩ダンサーの
動きにただただ感動！打ち上げの席、先輩
諸氏から貴重な体験談を聞かせていただ
けたのも有意義なひと時で盛りだくさんの
一日となりました。ありがとうございました。

千代田SDC　長岐 雅晴

楽しかった！の一言です。いい	X’mas	
Eve	となりました。東スケの皆さんは
楽しんで頂けたでしょうか。千代田の
参加者からは、またやりたいという声が
多く出ています。普段の例会+αの
メンバーで踊るのは楽しいですね。いい会場を確保して、
是非続けていきたいものです。担当に指名されてから、
東スケさんのご担当の方と話合いを続け…というと
恰好いいですね。実際にはいろいろ教えて頂きながら、
例会当日を迎えました。いろいろと行届かなかった点も
ありましたが、皆さんのお蔭で大過なく懇親会まで
済ますことが出来ました。有難うございました。

第73回DOSADOパーティー（主催：S都連）が
8月28日（日）ルミエール府中で約600名の参加で開催され、

ビギナー60名、東スケからも8名のビギナーが晴れてデビューとなりました。

12月24日（土）すみだ産業会館で、
東京SDC・千代田SDCの合同例会が20年ぶりに開催されました。

両クラブの会長挨拶後、ダンスやゲーム、懇親会等、アッと言う間のひと時を
メンバー211名（東スケ：97名、千代田114名）が楽しく過ごし、親睦を深めた合同例会となりました。

企画委員会の皆さんありがとうございました。
今後とも交流を深め、楽しいSDを踊っていきましょう。

企画、進行等にご尽力いただいた千代田SDCの長岐さんに寄稿いただきました。

第 7 3 回  D o S a D o パーティー

東京SDC・千代田SDC合同例会
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ちょっと目先を変えて一声かけてはどうでしょうか？皆で
声をかけて仲間を募り、その仲間を育て楽しく長く
ダンスが続けられるよう務めることは皆の役務と思い、
その陰の支えとして普及の務めにあたります。本年も
皆様の口添え宜しくお願い致します。

コスチューム委員会チーフ　上中 道子

コスチューム講習会を10月29日と12月10日の2回
（13時から17時まで）、方南区民集会所（和室）で行い
ました。受講者は9名、講師は和田紀子さん、柳瀬
千寿子さんにお願いしました。コスチューム、ロング
ワンピース、ベスト等、希望の作品の型紙や縫い方を
教えていただきました。例会時、仕上がったコスチューム
等を着用して下さると嬉しく思います。

みんなで一声!
普及委員会チーフ　勝 芳博

お正月気分も抜けたところで、今年もまたビギナー
募集の時期がやってきました。毎度のことですが、普及
として心悩める季節であります。
昨年、“一声かけて増やそう仲間”をキャッチフレーズに
皆様の応援をいただき9名のビギナーさんが加入、
ちょっと踊れるようになったな、バタバタしながらも楽し
そうに踊っているなと、例会の度に彼らをみて“ほっと”
してもいます。募集に際しては毎回皆様の口コミがなに
よりも大きな力となっています。
今年も55周年アニバで外国人コーラーの生の声で
踊れることをポイントに、今年入会して、10月のアニバで
踊ったり生の迫力ある声を楽しんだりと、アニバを
強調して普及に努めたいと思っています。
普及は会員皆の務めです。普及委員としては、皆さまの
お手伝いとして働いていきます。募集のチラシ、東スケの
案内、スクエアダンスとは何ぞや？等々それぞれの案内を
作成、少しでもスクエアに興味をもってくれるよう今後も
色 ト々ライしていきます。歌が好きな方、上手な方、裁縫が
好きな方、コスチューム作りはどうですか？いつもと

ビ ギ ナ ー 講 習 が 始 ま り ま す

☆ 無料体験会：2/18、2/25（方南会館）
☆ 講習会：3/4〜7/1

コ ス チ ュ ー ム 講 習 会
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新年あけましておめでとうございます。今年は良い1年を予感させる暖かく穏やかなお正月でした。さて、東スケにとっ
て10月には創立55周年記念パーティーが控えています。昨年から、またそれ以前より準備活動されている方 ご々苦労様
です。いよいよ会員全員で、皆様の知識や経験を生かし、力を合わせて頑張って行きましょう。Let’s Go!! 

今回の機関誌も多くの方々に執筆していただきました。ありがとうございました。

編集後記

広報委員会 板垣（越）、小笠原（紀）、小笠原（常）、中塚、伊藤（え）、八百幸（紘）、沼田（邦）

2月11日（土） 13：30～15：00

3月  4日（土） 15：00～17：30

3月18日（土） 15：00～17：30

２月～３月
ＰＬ講習会スケジュール

２月～３月
ＰＬ講習会スケジュール

日　程 時　間

《会場》 方南会館ホール

《会場》 永福和泉地域区民センター

※都合により期日を変更する事があります。
　その時はご了承願います。

※都合により期日を変更する事があります。
　その時はご了承願います。

2月14日（火） 18:00～20：40

3月14日（火） 18:00～20：40

日　程 時　間

２月～３月特別例会スケジュール２月～３月特別例会スケジュール

★ 貴方の上達のために、まだチョット
　 自信のない人不安な人、大歓迎！
☆ どなたでも参加できます。
☆ 男性役 大歓迎！
☆ 内容についての希望・問合せ・・・
 随時受付けています！

《目標》 メインストリームまでの動作の復習を基本に、踊りこみを兼ね楽しく
踊れるようになりましょう！ 

★ 2月11日（土） 新年会（魚民 方南町駅前店）
★ 2月18日（土） 無料体験会（方南会館）
★ 2月19日（日） 第74回DOSADOパーティー

（ルミエール府中）
★ 2月25日（土） 無料体験会（方南会館）
★ 3月 4日（土） ビギナー講習会開始（方南会館）

★ 3月12日（日） Teacupパーティー
（大田区産業プラザPio）

★ 4月 1日（土） 総会（方南会館）
★ 7月 1日（土） スマイルパーティー（方南会館）
★ 8月18日～20日 全日本スクエアダンスコンベンション in 仙台
  （仙台国際ホテル）
★ 10月7日～9日 第55回東京SDCアニバーサリーパーティー
 （ホテル イースト21東京）


