神奈川県 Dosado パーティー

２０１６年９月３日

～～～～～～初めて Dosado パーティーに参加して～～～～～～
ついに Dosado パーティーにデビューしました。私達、新人は昨年の１０月にビギナーコースに入
って、そして今年９月３日に横浜文化体育館で Dosado パーティーで１年目のデビューです。
他のサークルの人達と一緒という不安もありましたが、新人が唯一踊れるチャンスです。
神奈川県のスクエアサークルのフラッグが１階と２階の間に４０近く飾られ、サニーコーストのコ
スチュウムを着てサークルは一つになっていつもと変わらぬ顔ぶれでビギナーコースが始まり、ほ
っと一安心！色々なコーラーさんもいらして聞きとれない
ところもありましたが、それぞれの個性なのでビギナー
コースの踊りは楽しめました。
「新人は手を挙げて」と言われて手をあげましたら
パラパラで古い人の方が多くて、新人が少なくて
これからが大変ですが、会場は混雑もなくスッキ
リ踊れましたが、あまり踊り過ぎて足も痛くなりました
が良い経験でした。サニーコーストに入って良かったと思いました。あとプラス・アドバンスと上
には上があってこれからどこまで踊れるか分かりませんが頑張っていきたいと思います。
☆☆☆
倉本祐子
待ちに待ったパーティーデビュー。この日、わくわくしながらパーティー会場へ。少しおしゃれも
したりして・・・・・。先輩の皆さまとお揃いのコスチュームで踊れることが何より嬉しくていつ
もより張り切っていた私・・・・・会の一員である事をより実感することとなりました。先輩に手
を引かれて輪の中へ、いつもの顔ぶれにホッとしたり「疲れたでしょう！」等、声を掛けていただ
いたり。心配だったコールも何とか聞き取れましたし、本当に楽しい一日でした。

欲を言えばもう少し踊りたかったかな～。サニーコーストに入れて頂き一年、手取り足とりのご指
導、また温かく見守っていただきながら、この日を迎える事ができました。
本当にありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。
☆☆☆
田中由美子
ちょうど一年程前に身体を動かすことを何か・・・・と思っていた矢先、知人に勧められスク
エアダンスの世界に足を踏み入れました。ダンスの経験がなく右も左もわからずとまどいの連続
でしたが、サニーコーストの穏やかな雰囲気と先輩の皆様方の温かい笑顔に励まされ９月３日の
Dosado パーティーに辿り着くことが出来ました。数名の同期にもめぐまれ「休まず続けようね」
「また来週ね」と声をかけ合うことが出来たのも力になりました。パーティーの当日は緊張の連続
でしたが貴重な体験と充実した気持ちを味わうことが出来ました。スクエアダンスのほんの入り口
のところに立った私ですが、これからも練習を重ねていきたいと思います。今後共よろしくお願い
致します。

吉田恵津子

秋を彩るいろいろフェスタ 2016
加藤

正明

文中以下の通りお読み下さい。
秋を彩る…＝秋を彩るいろいろフェスタ。 レク連合＝横浜市レクリエーション連合【旧横浜市
レクリエーション協会】。 新横広場＝新横浜公園中央広場。 市連＝横浜市スクエアダンス連
絡協議会 体協＝（公財）横浜市体育協会。 SD＝スクエアダンス。
体育の日、恒例の‘秋を彩る…’がレク連合加盟 15 団体主催で日産スタジアム近くの新横広場
で開催されました、
このイベントは 1 昨年まで三ツ沢公園の青少年宿泊施設を使用していたの
で、参加者は少なく小規模であった。 昨年から体協が新横広場の使用を承認、イベントは多様化
するが天候の心配が増えました。
今年から市連は‘秋を彩る…’に協賛し SD を披露することになり、SD を知らない方がデモを通
じ見慣れないダンスに興味を持って頂き、少しでも仲間が増えるチャンスになればと、市連 83 名
のダンサーが集いました。 サニーコーストからは 32 名が参加し、白黒チェックコスチュームと
各クラブのカラフルなコスチュームが見事に調和し統一した動きで観覧者に楽しんで頂き、我々の
活動をアピール出来ました。
ダンス会場は凹凸があり踊りには少し難がありましたが、約１時間のデモは 2 時半に無事終了と
なりました。参加者の声は ‘屋外で踊る事で開放感があり屋内と違い新鮮’、 ‘沢山の人に観
て貰え達成感がある’ ‘体験会のエンジェルとして未経験者の手助けが出来て嬉しい’等々殆ど
の方が参加して良かったと肯定的に捉えていました。
デモ半ばで幼稚園児・小中学生・大人と幅広い年齢層約 30 名を誘い即席体験会が開かれ、上野
市連会長のアドリブのきいた楽しい指導と、エンジェルさんの援助で最初はぎこちなく不安そうな
様子だった体験者も最後の頃は余裕の笑顔で大成功でした。
午前はフラダンスのデモが行われ観覧者は SD ほど多くなく少々淋しい感じでした。 後日レク
連合の公式コメントとし、「SD は観ているより参加することで楽しめる」「SD のデモは体験会を含
め圧巻であった」とのお褒めの言葉を頂きました。
参加の皆さん大変ご苦労さまでした。 一
部の方には午前から設営・ゲームイベントの手伝い、デモ終了時 PR 冊子の手渡し、写真・動画撮

影と応援して頂き有難うございました。
‘秋を彩る…’は踊りのデモだけでなく、会場周辺ではゲームイベント・手作り紙飛行機飛ばし・
ウオークラリー・サーチウォーク等も行われます。
次回はお孫さん等を連れて参加される事を
お勧めします。
秋の 1 日レク連合 15 団体のイベントで爽やかなスポーツ体験が楽し
めます。

デモ前の市連会長挨拶
参考：当日のダンスの様子はユーチーブの動画サイト【
で視聴できます。

デモ会場：舞台風の広場

秋を彩るいろいろフェスタ 2016

】

ラウンドダンスの踊り込み
１０月２３日午後１時より、フォーラム南太田トレーニング室において吉川ご夫妻ご指導のもと
３５名の参加者で行われました。今回は吉川先生が例会では一度は踊っているが むつかしいステ
ップ（覚えにくそうな）を選んでご指導いただきました。お陰さまで参加者全員有意義な時間を過
ごす事が出来ました。本当に有難うございました。
行事係報告 助川紀枝

サニーコーストのホームページについて
平成２８年１１月１２日

吉川幸一

まえがき
サニーコーストの会員皆さん、サニーコーストのホームページをご覧になっていますか、
昔または以前に比較して格段に立派に詳細に、そして見るのが非常に楽しくなっています。
会の歴史や運営状況、例会やイベントの予定、会議の模様、アニバやイベントの写真さらに加えて
皆さんが踊っている姿、例えば Xmas パーティーや踊り込み、秋を彩るいろいろフェスタ等を動
画で鮮やかに閲覧することができます。
神奈川県には沢山の SQD クラブがありますが、ホームページを出しているクラブは鎌倉ビーチ＆
スターやメリーパイオニアがありますが、あとほんの少しです。 サニーコーストは先端を行って
いるのです。
これらはひとえに総務ホームページ担当の清水さんの活動活躍力作によるお陰です。
そこで実は、清水さんに以上のすばらしい広報活動の様子を「サニーコーストたより」に投稿宣
伝したらと私が話しました。 何故なら会員の中で知っている人は、サニーコーストのホームペー
ジをご覧になっていると思いますが、知らない人はせっかくのすばらしいホームページを見ること
ができないと思うからです。
ところが清水さんは、自分が説明すると専門的になってかえって分かりにくいのではという理由で
素人との私に頼むといってきました、 言い出しっぺなので仕方がありません。
これから清水さんの力作によるホームページを私なりに宣伝します。
サニーコーストのホームページは、スマホやパソコンで見ることができます。検索方法もほぼ同じ
と思います。 その閲覧方法をパソコンで私なりに書いてみたいと思います。
１． サニーコーストのホームページ閲覧方法
先ずインターネットを開いて検索欄に、ヨコハマサニーコースト と入れます。
グーグルやヤフー等同じです。 検索をクリックすると次にサニーコーストという標題がいくつ
もでてきますが、ヨコハマサニーコーストホームページ をクリックします、
次の画面の左方の Japan をクリックすると 本画面がでます。
先ずクラブの目標が目につき、サニーの会員数や SQD を明るく楽しく踊り、健康的で豊かな友
人作りを目標とする等紹介されています。 その下の窓の中に 2011.6—2016.11 までの様々なイ
ベントが紹介されています。 その下が圧巻です。
「SQD とは」
「例会案内」
「クラブ役員」
「Link」
「What’s New」
「会章」
「パーティー情報」
「写
真集」
「沿革」
「コーラーキュアー」
「トピックス」
「会員伝言板」のアイコンがあり、その下に管
理者メールのアイコンがあります。

上記で標題では分かりにくい項目を説明します。

アイコンをクリックすると
（１）クラブ役員 ― ２８年度の顔写真入りの役員氏名が紹介されてます

（２）Link ― 神奈川県のＳＱＤクラブリストです、沢山ありますがホームページがあるクラブ
はほんの少しです
（３）What’s New ― 最近のイベントの紹介リストで、秋を彩るいろいろフェスタ、ＳＤの踊り
込み、ＲＤの踊り込みと県や横浜市 SQD 協議会のイベントが紹介されてます
（４）会章 ― サニーのクラブバッジの大きい画像です
（５）パーティー情報 ― サニーを含め県や横浜市 SQD 協議会のパーティー情報が紹介されてま
す
（６）沿革 ― サニーの歴史 1982(S57)---2016(H28) 創立の南区 SQD の会から現在までの歴
史で、アニバやビギナー講習、踊り込み等イベントが詳細に紹介されてます
（RD のことが全くないのは寂しいネ）
（７）コーラーキュアー ― 現在のコーラーとキュアーが紹介されてます
（８）トピックス ― 「サニーコーストたより」の７５号→９３号が紹介されてます
アイコンをクリックすると各々の全文が見られます
（９）写真集 ― これが面白く楽しい、写真集をクリックし次画面には、５０回 SQD コンベン
ション、アニバ、ドーサードー、踊り込み等イベントの写真の紹介で、 そこの「スライド
ショー」をクリックすると写真が自動で次々移っていきます、
さらにその中で、「You Tube」のアイコンをクリックすると皆さんが踊っている動画が
でてきます、 これが結構楽しい、この項目は、
「秋を彩るいろいろフェスタ」
「ビギナー卒
業式」「Xmas パーティー」「RD 踊り込み」等です。 清水さんによるとこれからはこのよ
うな動画を増やしていくそうです。 楽しみですね。
（１０）会員伝言板 ― 最後にこのアイコンですが、内容はサニーの役員会議議事録です、
これは非公開ですので会員しか見れません、そのためこれを開くにはパスワードが必要です、
「会員伝言板」のアイコンをクリックすると次の画面がでてパスワードを入れる欄がありま
すのでいれます。 クリックするとみることができます。
パスワードをここに書くことは出来ないので、清水さんに直接聞いてください。
２．インターネットの You Tube からの閲覧方法
上記までは、ヨコハマサニーコーストのホームページについて書きましたが、他クラブを含
めて SQD を踊っている映像（動画）を下記方法で観ることもできます。
インターネットを開いて検索欄に、You Tube と入れ検索をクリックし、つぎの画面の標
題の中、「You Tube Japan」をクリックする、 次の画面で、検索欄に
Yokohamasunnycoast を入れて検索をクリックすると動画の紹介欄がでます。
沢山でてきますがサニーコーストを含めて他のクラブの動画も見ることができます。
会員の皆さん未だ見てない人は、一度見てみてください、不明な部分があったら私か、詳細は清水
さんにお聞きください。

３５ｔｈアニバーサリー役員分担が決まりました。頑張って素晴らしいアニバにしたいですね！
係

実行委員

全体統括

宮内 洋治

接待

小林 恭子
味見 ゆかり

受付

会場

サポートメンバー

磯部 真理子 ・ 伊藤 澄 ・ 入沢 幸子 ・ 織田 幸子
朱通 佳恵子

佐枝 重美

加藤 玲子 ・ 金子 伊久枝 ・ 齊藤 京子 ・ 坂本 和枝

三浦 芳枝

清水 秀子 ・ 細澤 三千子 ・

石井 良子

磯崎 繁子 ・ 今泉 民子 ・ 遠藤 淳子 ・ 菊池 節子

上田 久代

栗山 千恵子 ・ 助川 紀枝 ・ 鈴木 洋子 ・ 中井 攻
中井 冨士江 ・ 中西 郁子 ・ 松村 則江 ・ 松本 弘子
丸山 武子 ・ 八子 三枝 ・ 矢島 敏子 ・ 矢島 夕美
山下 悟 ・ 山本 圭子 ・ 吉川 幸一

看板

スナック

田中 重雄

秋元 裕子 ・ 大川 起示子 ・ 加藤 正明 ・ 齊藤 勝義

山田 隆夫

清水 恒 ・ 浜田 直子 ・ 原田 佳都子

加藤 冴子

秋場 英子 ・ 秋廣 秋子 ・ 伊東 法子 ・ 江渕 悦子

竹下 嘉江

太田 陽子 ・ 大森 晶子 ・ 岡本 節子 ・ 織田 哲
加藤 優子 ・ 蒲谷 朋子 ・ 河内 彰子 ・ 岸 秀子
木本 みさ子 ・ 熊澤 美和子 ・ 倉本 祐子 ・ 佐藤 とし子
田中 日呂美 ・ 田中 由美子 ・ 蛭田 和子 ・ 福田 すみ子
増田 佳世子 ・ 三浦 ひろ子 ・ 宮崎 久枝 ・ 山田 尚子
吉田 恵津子

弁当

齋藤 京子
金田 佳子

これからのサニーコースト行事予定
１２月１７日（土曜日） クリスマス会&懇親会
会場：横浜研修センター 13：00 集合
１月２１～２２日（土日曜日）神奈川県スクエアダンス交歓会
会場：レイクアリーナ箱根
２月１８日（土曜日） 総会

編集後記
なんとか３回目発行にたどり着きました。まだまだ思う様には出来ず
歯がゆい感じです。今回も快く原稿依頼にご協力いただき有難うござい
ました。これからますます寒くなりますが身体に気をつけてダンスを
楽しみたいと思います！
会報係

