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第 44 回 関東甲信越統括支部ＳＤ・ＲＤ講習会 開催要項
◎ 趣旨

： レクリエーションとしてのスクエアダンスの指導のありかたを検討し、更に指導者としての資質
の向上を図り、スクエアダンスの健全な普及発展に寄与すると共にスクエアダンス・ラウンド
ダンスの初心者育成を図る事を目的とする。
◎ 主催
： 日本フォークダンス連盟神奈川県支部
一般社団法人 日本ＳＤ協会関東甲信越統括支部
◎ 主管
： 神奈川県スクエアダンス連絡協議会
◎ 期日
： 平成２９年１１月４日（土）～５日（日）１泊２日 （ 受付 ４日 9:30～
開講式 10:00 ）
◎ 会場
： 箱根高原ホテル
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１６４
Tel ０４６０－８４－８５９５
◎ 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
（ 日帰り希望者はお問い合わせ下さい ）
◎ 内容・定員
全体講習
SD を初めて教わった時の感動を思い出し、SD を次の人達に教えた時の苦労や充実感
SD を教わる楽しみ、教える を再確認し、
SD を今続けている事の嬉しさを皆さんと一緒に振り返ってみませんか？
楽しみ、続ける楽しさ
講師：岩原 富雄
A1a コース
スクエアダンスのコールを初歩から教えます。
「コールに興味があるけど全く経験がな
コール入門
い方」
「例会でコーラーがいなく皆からの後押しで挑戦しようと思っている方」
「チョ
講師：岩原 富雄
ット経験はあるけど少し不安なのでもう一度勉強してみたい方」実際にマイクを握っ
定員：１２名
てもらい、声をだしてもらい、皆で勉強しましょう！
コールの仕組み、音響機材の使い方は勿論、コーラーとしての心構えまで考えた豊富
なカリキュラムです。あなたの前途は既に輝いていますよ・・・・
A1b コース
コールを初めて１年以上の方、コール入門コースを卒業された方を対象とさせていた
コール実践
だきます。
定員に達しましたので A1b コースは受付終了とさせていただきます
講師：原 秀幸
コーラーとしての心構え、ボディーフロー、ハンドワークの組立の実践、シンギング
定員：１２名
コールの実践を学びます。コールの基本コースです。
A2a コース
サイトコールを覚えたいと思っている方、サイトコールをしているがまだ、自信のな
サイトコール入門
い方を対象とさせていただきます。
講師：大川 康太郎
サイトコールの基本的な方法及びスムーズなボディーフロー、ダンサーを見ながら
定員：１２名
コールが出来る様になるコースです。
A2b コース
サイトコール実践・応用
並びにモジュールコールの
活用について
講師：田島 治
定員：１２名
SP コース
ビギナークラス担当の
ノウハウ
講師：川崎 英雄
定員：１２名

サイトコールの実践と応用を学びたい方、レベルアップを図りたい方を対象とさせて
いただきます。
また、モジュールコールの活用、シンギングのハーモニーについても学びます
マンネリから脱却、コールのスキルアップを目指してみませんか？

RD コース
インストラクター入門
講師：酒井 剛
定員：１２名
MS DBD コース
MS 踊り込み、ハードな MS
講師：森口 久江
定員：２４名

既にキューイングをしていてインストラクターを目指している方を対象とさせていた
だきます。
キューイングのクリニックとインストラクターに必要な知識や技術を指導します。

初めてビギナークラスを担当されるコーラーの方、ビギナークラスのコールで悩んで
いる方を対象とさせていただきます。
ビギナークラスを担当する初日からビギナー卒業までの楽しい例会、初めての人に如
何に教えるか、より明るい雰囲気作り、効果的な指導法、シンギングの使い方等を学
びます。

MS（メインストリーム）を踊って 1 年以上で MS の定義をマスターしている方、
頭では、定義を理解しているが体がまだついていけてないと悩んでいる方を対象
とさせていただきます。
MS の基本を確認し、応用（DBD）を中心に学び、レベルアップを図る。MS の深さ
をダンスの楽しさを味わいませんか

P DBD コース
プラス踊り込み、ハードな
Plus
講師：上野 敏文
定員：３２名
AD コース
アドバンス踊り込み
講師：鈴木 孝子
定員：３２名

Plus（プラス）を始めて１年以上で、Plus の定義をマスターしている方を対象とさせ
ていただきます。
Plus の基本を確認し、応用（DBD）を中心に学び、レベルアップを図り、
Plus ダンスの楽しさを味わいます。
アドバンスの講習を終了したけれどまだ自信のない方・アドバンスの定義をしっかり
とマスターし、レベルアップを図りたい方を対象とさせていただきます。
定員に達しましたので AD コースは受付終了とさせていただきます
ALL 4 COUPLES/ALL 8 も重点的に講習します。
笑顔でアドバンスが踊れたら楽しいですね。

◎ 申し込み方法 ： 申込書に必要事項を記入の上、下記宛にお申込みください。尚、参加費は申込書に記入した
金額を下記の郵便振込口座にご送金ください
申込書送付先

〒243-0816 厚木市林４－３－５
磯崎芳勝方
神奈川県スクエアダンス連絡協議会
FAX ０４６－２２１－０４９９

E-mail

y_isozaki@mui.biglobe.ne.jp

振込先口座

ゆうちょ 銀行 記号１０２９０ 番号４０６８８３６１ 神奈川県スクエアダンス連絡協議会

申込締め切り

平成２９年９月２９日（金） （ 定員になり次第締め切らせていただきます ）

◎ 問い合わせ先 ： 鈴木孝子
磯崎芳勝

TEL/FAX 045-941-8930
TEL/FAX 046-221-0499

E-mail GFB03202@nifty.com
E-mail y_isozaki@mui.biglobe.ne.jp

（公社）日本フォークダンス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、お申込みください。
尚、４級受験者は、事前に日連に入会するか、または、受験申込と同時に入会申込を行ってください。
◎ 日程

◎ 交通

・交通案内
①

②

③

④

（出発前に最新情報でご確認願います）
．
小田原駅よりバスご利用の方、東口４番乗り場、箱根登山バス 湖
尻行または桃源台行（T 系統）に乗車、
『白百合台』バス停下車、
徒歩３分、運賃 1230 円、所要時間約 50 分。
箱根湯本駅よりバスご利用の方、バス乗車箇所３番乗り場
箱根登山バス湖尻行または桃源台行（T 系統）に乗車、
『白百合台』
バス停下車、徒歩３分、運賃 1000 円、所要時間約 40 分。
高速バスご利用の方
新宿西口バスタ新宿４F より箱根桃源台行、
『白百合台』バス停下
車、徒歩３分、所要時間約１３０分。
横浜駅東口橋ターミナル１８番より箱根桃源台行、
『白百合台』バ
ス停下車、徒歩３分、所要時間約 160 分。
詳細は小田急箱根高速バス HP または予約センターに確認願いし
ます。小田急箱根高速バス ℡03-3427-3160
車をご利用の方、東名高速道路御殿場 IC より国道 138 号線で箱
根･小田原方面へ、仙石原信号で芦ノ湖方面に右折、IC より約
17Km。
小田原厚木道路・西湘バイパス終点より国道 1 号線へ、宮の下交
差点を箱根石原方面（国道 138 号線）へ、仙石原信号で芦ノ湖方
面へ左折、箱根湯本駅前より約１８Km。

◎ 備考
１． 参加費の申し込み締め切り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。
２． 各コースの修了者には、修了証を授与いたします。
３． 日本ＦＤ連盟発行の「指導のてびき」をお持ちの方はご持参ください。 検定会などで使用いたします。
お持ちでない方は事前にお申込みください。
４． 携帯品
受理票、筆記用具、洗面用具、コスチューム、ダンス靴
５． 女性役、男性役の希望に添えない場合があります。お誘いあわせの参加にご協力をお願いいたします。
６． 受理票は、９月下旬より送付予定です。
７． 申込書は、丁寧にわかり易くご記入のほどお願いいたします。記入不備の場合に受理票が届かない事が
ありますのでよろしくお願いいたします。

