
SD・RD愛好者各位

期日 平成２８年１０月２２日（土）～２３日（日）

会場 幕張セミナーハウス
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜２－３－２
☏　：　０４７－４５２－０６７０

交通案内

　 ○〔東京駅〕よりＪＲ京葉線（各駅停車）「蘇我行」で〔新習志野駅〕下車 ３５分
南口より徒歩２分

○〔東京駅〕よりＪＲ総武線（快速）「千葉行」で〔津田沼駅〕下車。そして南口の
京成バス「（津51・52）新習志野行」で〔新習志野駅〕下車。南口より徒歩２分。
バスで２２分

主　催 日本フォークダンス連盟千葉県支部
一般社団法人日本ＳＤ協会関東甲信越統括支部

主　管 　 千葉県スクエアダンス連絡協議会

第４３回関東甲信越統括支部

スクエアダンス・ラウンドダンス講習会



◎ 趣　旨 ： 健全なレクリエーションとしてのスクエアダンス・ラウンドダンスを普及・発展
させるため、指導者としての資質の向上を図り、以って青少年の健全育成
と生涯教育の振興に寄与することを目的とする。

◎ 主　催 　 ： 日本フォークダンス連盟千葉県支部
一般社団法人日本ＳＤ協会関東甲信越統括支部

◎ 主　管 ： 千葉県スクエアダンス連絡協議会

◎ 期　日 ： 平成２８年１０月２２日（土）～２３日（日） １泊２日
（受付　２２日９時３０分～　　開講式　１０時）

◎ 会　場 ： 幕張セミナーハウス
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜２－３－２
☏　：　０４７－４５２－０６７０

◎ 参加費 ： 各コース共 ２１，０００円
但し、Ｓ協・日連会員以外は ２４，０００円
（日帰り参加希望者はお問合せ下さい）

◎ 内容・定員 ：

ＭＳ
メインストリーム踊りこみ
講師：窪園弘治・熊野美佐子
定員：２４名

MS（ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾑ）の講習を修了し、ﾏｽﾀｰしている方。もっと踊りを楽しみ
たい方。応用編（DBD）を含め、MSを色々な面から体験してみませんか。
きっと新しい発見があると思います。是非、お友達も誘って参加し、一緒
に楽しく踊りましょう。

Ａ２
ｻｲﾄｺｰﾙ入門・実践
講師：西山隆文
定員：１０名

ｻｲﾄｺｰﾙの基本的な組み方と方法について講習します。ｻｲﾄｺｰﾙの実践
を中心に、ｽﾑｰｽなﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾛｰでｺｰﾙできることを目指します。ｻｲﾄｺｰﾙに
取り組んでみたい方、ｻｲﾄｺｰﾙを行っているがまだまだ不十分と考えて
いる方。ぜひご参加ください。（ﾏｲｸ・音源・ｽクｴｱﾀﾞﾝｽ用駒を持参くださ
い）

コール実践①
講師：金子裕行
定員：１０名

顔に風を感じるハッシュコールを目指して！
サイト、モジュール、ＣＲａＭＳなど手法はありますが、結局書いたコール
に頼ってしまう。そんなコールからの脱却。ダンサーを見て流れるような
コールができるように！サイトコールを中心に　どんどん実践。楽しい
コールができるよう一緒に学びましょう。

コール実践②
講師：島田秀幸
定員：１０名

今のコールに満足出来ない、もっと楽しく踊ってもらいたい、そんなあな
たに、次のステップを目指せるコールのヒントを差し上げます。受講者全
員のコールに個別にきめ細かくアドバイスさせていただきます。盛り上が
るシンギングのためのコツ、ハーモニーラインの具体例も伝授致 しま
す。

第４３回　関東甲信越支部　ＳＤ・ＲＤ講習会　開催要項

全体講習
「初心者講習会から始まるク
ラブの楽しさ・活性化」
講師：　沖吉和祐

初心者講習会は、ＳＤの輪を広げ和を深めるうえで大きな意義がある。
講習会に参加した方が、ＳＤを好きになり、サポートした会員がやりがい
と楽しさを感じ、クラブ運営の改善・活性化に繋がることが大切である。
データや実践例を紹介しながら、初心者講習会の持ち方、普及活動の
課題等について、共に考える契機とする。

Ａ１ａ
コール入門
講師：　森口久江
定員：　１０名

ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽのｺｰﾙを初歩から教えます。コールの経験が全くない方。少し
は経験があるけれど、もう一度基礎から勉強したい方。ｻｰｸﾙにｺｰﾗｰが
いないので自分が頑張ってみようと思う方。一度ｺｰﾗｰの体験をしてみた
い方。皆さん歓迎です。ﾊﾟﾀｰｺｰﾙの基礎からｼﾝｷﾞﾝｸﾞｺｰﾙ、発音と発声、
音響機材の使い方、ｺｰﾗｰとしての心構えまで、豊富なカリキュラムで
す。

ＲＤキュアーコース
キュアーのレベルアップ
講師：伊藤隆夫・節子
定員：１０名

ｷｭｰｲﾝｸﾞのｸﾘﾆｯｸを中心に、ﾀﾞﾝｽのｽﾀｲﾘﾝｸﾞ（ﾜﾙﾂ・ﾙﾝﾊﾞ・ﾀﾝｺﾞなど）や
RD指導者に役立つ知識や技術を指導します。参加資格は「ｷｭｰ経験２
年以上」実践されている方といたします。



A1a・A2 ： ｺｰﾗｰを目指す方がｺｰﾙの基本そして基礎を段階的に学ぶコースです。
ｺｰﾙ実践①② ： ｸﾗブでｺｰﾙしているｺｰﾗｰのための目的別実践ｺｰｽです。

◎ 申込方法 ：
申込書に必要事項をご記入の上、下記宛にお申し込みください。尚、参加費は申込書
に記入した金額を下記の〒振込口座にご送金ください。

＊ 申込書送付先 〒290-0151 市原市瀬又５６０－３２
西山隆文方
千葉県スクエアダンス連絡協議会

＊ 参加費振込先 郵便振替
口座名 　 千葉県連（ＳＤ）
口座番号 ００１２０－２－１３７３７０

◎ 申込締切 平成２８年８月３１日（水） （定員になり次第締め切ります）

〔　日　程　〕

時刻 時刻

17:00 夕　　食

＊２２日（土）夜は、コース別親睦会を行
いますので是非ご参加ください。　　　　＊
時間割の詳細は、当日配布の共通テキ
ストをご覧ください。

18:00
コース別研修

21:00 入　浴　な　ど

21:30

コース別親睦会

22:30

15:30 閉　講　式

16:00 解　　散

12:00 昼　　食 12:30 昼　　食

13:00

コース別研修

13:30

検定　／　交流会

9:30 受　　付 9:00

コース別研修10:00 開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・全体講義

11:00 コース別研修

7:00 起　　床

7:30 朝　　食

ＡＤ
アドバンス踊りこみ
講師：田島治
定員：３２名

ＡＤ（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）の講習は一応終わったけれど、どうも自信がない。「ALL４
ｶｯﾌﾟﾙ」が苦手でわからない方。是非ご参加ください。楽しい講習でしっ
かりコツがつかめます。素敵なｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ﾀﾞﾝｻｰの誕生です。

ＰＣコース
講師：望月進一
定員：８名

コース受講後あなたも例会でパソコン音源を自由に使えます。パソコン
の基本的な操作ができる人が対象のコースです。スクエアダンス音源を
パソコンに取り込む、編集、再生操作を勉強します。「聞々ハヤえもん」と
「ＳｑＶｉｅｗ」。Ｗｉｎｄｗｏｓ版パソコンを持参してください。

１０月２２日（土） １０月２３日（日）

Ｐ
プラス踊りこみ
講師：栗坂溢實・渡辺順子
定員：２４名

Ｐ（ﾌﾟﾗｽ）講習を修了し１年以上踊られている方、又は同時に定義を理解
している方を対象とします。Ｐの基本の再確認と応用（DBDを含む）を中
心に行いますので、頭と体を使ってＰの奥深さが味わえます。ﾌﾟﾗｽの世
界を一緒に思う存分楽しみましょう。



◎ 問合せ先 西山隆文 TEL/FAX 0436-52-2369
Eﾒｰﾙ sdrd-nishiyan@ab.auone-net.jp

川﨑秀夫 TEL/FAX 043-231-9900

日本ＦＤ連盟公認指導者資格を必要とする方の為に、３級・４級検定を筆記・実技にて
行います。受験料は　　　３級１，５００円　　４級１，０００円。
受験希望者は申込書に明記の上、お申し込みください。（受験資格は日連会員です。
４級受験者は事前に日連に入会をする必要があります。当日入会できます　３，０００円）

◎ 備考
１、

２、 各コースの修了者には、終了証を授与します。
３、

４、 携行品 受講票、筆記用具、洗面用具、コスチューム（全コース参加者）、ダンス靴
（SD用ｼｭｰｽﾞか、ゴム底の運動靴のみ可）、健康保険証、日連会員はﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｶｰﾄﾞ
と研修記録帳。なお、フェイスタオル、バスタオル、浴衣、歯ブラシセット、スリッパは
宿泊室に用意があります。

５、 宿泊施設 各フロアにある洗面所、トイレ、お風呂をご利用ください。
各宿泊室には付帯されておりませんのでご了承ください。

６、 女性役、男性役の希望に添えない場合があります。お誘い合わせの上でのご参加にご協力
をお願いします。

７、受理票は、９月下旬より発送いたします。
８、 受講者の駐車場はありません。公共交通手段のご利用をお願します。
９、 お申込の際はクラブ代表者へのご了解をお願いします！

１０、申込書は丁寧に、分かり易くご記入のほどお願いします。　受理票が届かない事が
ありますので、よろしくご協力お願いします。

申込書

ふりがな 日連会員番号

名前
歳

Ｓ協会員番号

住所 〒 所属団体

（ｻｰｸﾙ名）

電話番号 携帯番号

ＦＡＸ 参加方法

ﾋﾞｷﾞﾅｰｸﾗｽ 昭和 男性役／女性役

修了年度 平成 年 月 年 どちらでも

* 受講者が定員に満たない場合、中止する場合がありますので予めご了承願います。

○で囲んでください ・受験しない　　　　

ｺｰﾙ/ｷｭｰ
指導経験

ﾀﾞﾝｻｰｺｰｽの女性の
方に（いずれかに○）

※希望に添えな
い場合がござい

ます

MS
踊りこ

み

Ｐ
踊りこ

み

AD
踊りこ

み
ＰＣ

検定希
望
○で囲ん
でくださ
い

・（　　）級受験希望

参加費の申込締切後の払い戻しは一切いたしません。但し定員超過の場合はお返しいたしま
す。

日本ＦＤ連盟発行の「指導の手引き」をお持ちの方はご持参ください。検定会などで使用します。
お持ちでない方は事前にお申し込みください。

男
・
女

宿泊　／　日帰り

参加希望ｺｰｽ

Ａ１ａ Ａ２ 実践① 実践② ＲＤ

切り取り線 

mailto:sdrd-nishiyan@ab.auone-net.jp

