
  

平成 26年度初頭にあたって 

 

  サニーコーストが始まってから、もう 33年たつのかな、長いようで、短かったと思います。  

仕事の都合で、横浜スクエアダンス愛好会をやめ、また横浜に戻ってきて、横須賀で、スク     

エアダンスのコールをし、会員（外人）がみんな横浜に住んでいるというので、会場を、横浜

に移し、その会場が日本に返還されるというので、横浜スクエアダンス愛好会の残党を集めて、

会を開き、会員を増やそうと思って皆に相談したところ、反対にあって、仕方がないから、創

った会が、サニーコーストです。スクエアダンス界の問題児が集まったようなクラブで、何年

もつかといわれましたが、すこしづつ、会員も増え、現在 80 名の会員がいますが、もっと会

員を増やして行きたいと思います。今の会員の平均年齢が 67 歳です。これから先、若い人が

入ってこなければ、2～3 年で 70 歳を超えてしまいます。年寄りのクラブ、年寄りのダンスと

いわれるのも仕方ありませんが、何とかしなければいけません。 

会長 磯部章三 
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新会員になられた方々です 

増

増田 佳世子 

私は歌とダンスが大好きで、今回以前から興

味があったスクエアダンスのサークルに参加

させていただいたのですが、思っていた以上に

難しくて四苦八苦しています。これからも多大

なご迷惑をおかけすると思いますが、どうか宜

しくお願い致します。 

森 

              田中 日呂美                       

毎回皆様のリードで足を運べている田中で

す。入会は、素敵な坂本先輩をゲートボールの

役員になって頂きたく、お声をかけたのですが、

反対に誘われて入会しました。SD超難しい！              

耳と頭がチョコチョコ休む様で、注意力欠如行 

 

 

 会社や街の山岳スキー部で、スキー中、骨折

経験、でも SAJ の１級を取得。今出来る事は

体験してみようと、グランドゴルフ、コーラス、

蕎麦打ちと陶芸は良い仲間との茶話会が主で

す。最近陶芸に革手芸の先生だった方がいて、

急遽革手芸教室に変更、思わぬ素敵な作品の 

完成！嬉しく楽しい教室です。 

一昨年には、ひょんな事で介護の資格を取得。

緊張感をカンフルとし、ほんの少しだけ働いて

います。今や日々記憶力低下、忘却症状増大、

トホホな私。皆様、ご指導とリードの程をどう

ぞいつまでも宜しくお願い致します。 

動にタイムラグが出て、悩み多い年頃です。 

大昔、カネボウのバレー部で全国大会に出 

場、背丈が足りず東洋の魔女になれなかった私。 
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森 るみ子                  木本 みさ子 

春の香りが漂う頃となりました。始めに、    会長さんはじめ会員の皆様ご指導いただき                       

ビギナー終了迄の道程、会長様と皆々様の    ありがとうございました。日頃の運動不足、 

ご支援を深く御礼申し上げます。心と身体    脳の活性化になればなと思います。 

の緊張を解きほぐし、新しい変化も少しず     早く楽しくおどれるようになりたいです。 

つ、変わらないもの、意外なもの、あたた     

かい人情のダンスの世界に浸りたいと思っ                 熊沢 美和子 

ております。そして、リズム感で脳波を      記憶の衰える年代でありますが、頑張って                        

刺激して頑張ります。             覚えて行きますので、宜しくお願い致します。 

宜しくお願い致します。            
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新役員に選ばれた方々です 

 

             栗山 千恵子                 味見 ゆかり 

 この度総務係をお引き受けさせていただく事に   何もわからないまま、係を引き継ぐ事 

なりました。私等には、何のお役に立つ事も    になり、心配で胃が痛くなるほどでしたが 

出来ないのではないかしらとか？足手まとい    先輩（大川さん、丸山さん）から丁寧に 

ではないかしらとか？途方に暮れておりましたら  教えていただき、本当に感謝です。 

先輩の矢島さんから「私のしている事一年間     係になって初めて、皆が楽しく踊る裏 

良く見ていなさいネ、誰でも出来る係だし、    では、こんな苦労があるのだなと実感しま 

貴方自身が成長出来ると思うけど…」と背中を   した。 

押されました。とても心が楽になりましたし     あとは運よく会場がとれますように！ 

元気になりました。 

至りませんが、よろしくお願い申し上げます。      
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見てね 

先日のスナックで、中井さん 

手作りの甘夏のケンピが好評で

した。レシピが欲しいとの要望が

あり中井さんに作って頂きまし

たので、欲しい方は会報の濱田

まで申し出てください。 


