
SD・RD愛好者各位

期日 ２０２２年１１月５日（土）～６日（日）

会場 トーセイホテル＆セミナー幕張
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜２－３－２
☏　：　０４７－４５２－０６７０

https://tosei-hotelseminar.co.jp/makuhari/

第４９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

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



◎ 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・ラインダンスを
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
健全育成や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 ： ２０２２年１１月５日（土）～６日（日） １泊２日
（受付　５日９時３０分～　　開講式　１０時）

◎ 会　場 ： トーセイホテル＆セミナー幕張 (２年前にリニューアル済み）

◎ 参加費 ： 各コース共 ２６，０００円 （日帰り参加希望者はお問合せ下さい）
但し、Ｓ協・日連会員以外は ２８，０００円

◎ 内容・定員 ：

第４９回　関東甲信越統括支部　ＳＤ・ＲＤ講習会　開催要項

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、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方。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。

Ａ１　コール入門
講師：　大川康太郎
定員：　１０名

全体講習
講師：中村禮子

Ｓ協の普及委員会が中心に取りまとめた「初心者講習会実施にあたって
の手引き」の作成意図及び活用ポイントについて解説します。

ＲＤキュアーステップアップ
キュアーのレベルアップ
講師：下田裕美
定員：１０名

キューイングのポイントは、聞きやすい声で、フィギア、ポジション、方向
などをタイミングよくダンサーに伝えることです。そのための準備、発声方
法、TS,WZ,CH,RB,FT,QS,等々、キューイングのタイミングの取り方を学び
実践して　レべルアップを図ります。

ラインダンスインストラクタ－
講師：大上みゆき
定員：１０名

ラインダンス（ＬＤ）のインストラクターとしての初歩や、インストラクタを目
指す方・まだ始めて経験が浅い方を対象にＬＤの指導方法を学びます。
ＳＤクラブのコーラー・キュアー等クラブでＬＤを使いたいという方は是非
ご参加ください。ダンサーもＯＫです。

まで、豊富なｶﾘｷｭﾗﾑです。

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
る方が対称です。

Ａ３　ｻｲﾄｺｰﾙ入門・実践
講師：若松眞紀子
定員：１０名

サイトコールとモジュールコールのステップアップを目指して！米国
CALLERLAB資料のSight And Module Resolution Systemsの日本語翻
訳版をベーステキストとして講習を行います。
サイトコール・モジュールコールの基本的な考え方から、実践方法まで、
できるだけ易しく丁寧に、そして楽しく！講習します。

Ａ５　コール実践
講師：金子裕行
定員：１０名

Ｂ＋Ｍｓ
Ｂ+Ｍｓ踊りこみ
講師：森口久江
定員：２４名

Ｂ（ベーシック）・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。

Ｐ
プラス踊りこみ
講師：窪園弘治
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。

やさしい　ＡＤ
易しいアドバンス踊りこみ
講師：望月進一
定員：２４名

ＡＤ（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）の講習は一応終わったけれど、どうも自信がないかた。易
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。

定員：２４名
す。



コーラーコース ： Ｓ協のカリキュラムガイドライン参考に設定しています。
A1コース ： 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。
A3・A5ｺｰﾙ実践 ： 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郵便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 ２０２２年８月３１日（水） （定員になり次第締め切ります）

◎ 問合せ先 西山隆文 TEL/FAX 0436-52-2369

Eﾒｰﾙ sdrdnishiyama3@gmail.com

川﨑秀夫 TEL/FAX 043-231-9900

携帯 080-1200-7127

〔　日　程　〕
時刻 時刻

7:00 起　　床
7:30 朝　　食

１１月５日（土） １１月６日（日）

9:30 受　　付 9:009:30 受　　付 9:00
コース別研修10:00 開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

10:30 全体講義

15:30 閉　講　式

16:00 解　　散

11:30 昼　　食 12:00 昼　　食

12:30

コース別研修

13:00

検定　／　交流会

17:00 夕　　食

＊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（未定）

22:30

バス・トイレ付

宿泊室



◎ 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　５，０００円）

受講者が少ない場合は中止することがあります。

◎ Ｓ協ライセンス検定は実施いたしません。

◎ 備考
１、

但しコロナウィルス感染症による講習会中止の場合は返金させていただきます。
２、 各コースの修了者には、修了証を授与します。
３、

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。
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、 ダンサーコース以外の方は、可能でしたらマイク・音源をご持参願います。
６、 宿泊部屋は、シングルとなります。
７、 宿泊施設 各部屋に洗面所、トイレ、お風呂が設置されています。
８、受理票は、９月下旬より発送いたします。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。
９、 受理票は、９月下旬より発送いたします。
10、受講者の駐車場は少ないので公共交通手段のご利用をお願します。

参加費の申込締切後の払い戻しは一切いたしません。

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。

10、受講者の駐車場は少ないので公共交通手段のご利用をお願します。
11、お申込の際はクラブ代表者へのご了解をお願いします！
12、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。

※ Ｓ協等コロナウィルス感染症対策の指針を遵守し講習会を実施します。

第４９回関東甲信越統括支部ＳＤ／ＲＤ講習会申込書

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 20 年 男性役／女性役

修了年度 20 年 月 年 どちらでも

男
・
女

宿泊　／　日帰り

参加希望ｺｰｽ

Ａ１ Ａ３ Ａ５ ＲＤ ＬＩＮＥ

○で囲んでください

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

Ｂ+Ｍｓ Ｐｌｕｓ ＡＤ

検定希
望　○で
囲んでく
ださい

・（　　）級受験希望

・（　　）受験しない　　　　

切り取り線

* 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。


