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伊勢フォークダンス協会 曽0596(25)1577

総会が開催されました

H15年 3月 22日午後7時 30分より平成14年度伊勢フォークダンス協会総会が開催されま

した いせトピア学習室2には定刻諦 らヽ熱いな綴 C曜瞭ミが充満していました。今回は特に50
周年記念行事を前に各サークルより選出された新理事により、会長、会計は立候補のあと信任投票で、

理事長、副理事長、事務局長は理事による選挙で選ばれた人達の役員案も提案されました。

例年のように14年度事業報告、会計報告、15年度役員案、事業計画案、予蜘 ミ次々と上程さ

れ、スムーズに可決され午後 9時前に終了いたしました。

Hl 発165.

名誉顧問  水谷伊勢市長

理 事 長  野田 富美子

常任理事  西世古幸子

西村美代子

理  事  永井 嘉子ヽ

事務局長  竹内千恵子

普及部長  碓井 洋子

会計監査  岡山 君子

関係団体理事

日本FD連盟二重県支部理事   西世古幸子 西村美代子

伊勢レクリエーション協会理事  村井 和子

文化協会理事          西世古幸子

H15年度 額

顧  問 村井 正治  会 長 西世古 幸子

副理事長 村井 和子

野田冨美子  村井 和子  竹内千恵子  竹内 恵子

確井 洋子  国府千嘉子  宗林ひろ子

梅川由紀子  間宮 要子  浜日かつ子

会  計  竹内 恵子  研修部長  西村美代子

文化レク部長  宗林ひろ子  広報部長  国府千嘉子

50周年記念行事が大成功の裡に終わつた。今は宴の後の寂真感に襲われている。数年前

より理事会を中心に綿密な計画をたて会員が一致してH1504・ 26～ 27日 に向力ヽ 弯

動をおこした。思いが情熱となり、この間夢中でこの無償の行為に炎となり没頭した。家庭

のこと、他行事、趣味、職場のことなど多くを犠牲にした 「やればできる」との自信が我々

についた。常日頃の前会長の行動の中の広さ、前理事長の気配りの緻密さが会員数より多い

外来客の数になつて現れた。絶妙のコンビだつた

4月 より新理事により、開かれた方法で選ばれた新役員体制が発足した すべてやる気満々

のメンバーである。さらなる発展を期待しよう。ただ、会員の支援がなければ進まなし、 た

がいに意志の疎通をはかろう。まばゆい新緑の季節のなかを、しつかりと歩んでいこう!:



拶挨

会 長 西世古 幸子

去る4月 27日 625名 もの参加者でサブアリーナを満杯にして50周年記念大会を開

催できたのは、会員みなさん一人一人の力の結集の賜物で、おおいにみんなで喜び、そして

この「自信」という財産を大切にしていきたいと思います。

しかしなんといつても県外から170名 ものお客さんをお迎えできたのは、ほとんど、

村井前会長 お一人のお力です。

協会内は理事長 協会外は会長と任務分担されていますが、あまりにも偉大な村井さんの

あとを、どのようにしたらよいか大会を終え、一息ついた今、身のひきしまる思いで一杯で

す。

理事長を中心にみなさんの更なるご協力をよろしくお願いいたします。

フォークダンスに感謝 !!     理事長 野田 冨美子

フォークダンスを始めて早 15年。好きだから、愉しいから、そして家族の応援があるから

続いているんです。

この4月 から理事長と呼ばれるようになりましたが、そのひびきの何とおもいことでしよ

う。不安でいつぱいです。が周りのやさしい皆さんに助けていただきながら勉強させていた

だこうと思つています。

音楽を聴くことは脳細胞を刺激し、活性化するといわれていますが、私たちは世界のいろ

んな国の音楽にのって踊つていますよね。心とからだにこれほどいいものはないと思いま

す。このすばらしいフォークダンスをもつともつと多くの方々に知つていただき、愛好者を

増やしてゆきたいと思います。

理事長 1年生です。まずは協会のみなさんがフォークダンスをより楽しめるよう、みんな

で仲良く輪を広げていきましょう。どうぞよろしくお願い致します。

1/13 として 村井 和子

50周年の大きなイベントが終わり、ホーッとすると同時に体中の力がぬけていくのがわ

かります。多くの方々の力が結集すると何倍もの力が出せるつて事が、よくわかりました。

3年前より実行委員で企画、実行された方々は、充実感でイッパイの事と思います。

今年度、13名の代表理事に新メンバーとして加わりました。何年も前からのベテラン理

事、私のような新米理事と半々でスター トです。

新米は新米らしく「おや !」 と思つたことが、言える理事会、面倒がらずに対応してくれ

る、そんな理事会 000。 情報はすみやかに、正確に ! この2つをモットーに頑張ろうと、

思います。鮮度バッグン (?)ですもの。気の付いとことがありましたら、御一報を !

※ 各部の連絡事項、同好会練習日、お知らせ等会員の皆さんに周知連絡したいことがあり

ましたら、各偶数月末までに原稿を作成して、広報部に届けてください。翌月に発行するロ

ンドに掲載いたします。
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50周年記念に参力日して

はまなす 大山 和代

私たち はまなすは、50周年記念前日祭ということで、いつものステージとは違う気持

で「永良部百合の花」を踊りました。

第 2部では、お客様 6組の民族舞踊公演を観賞しました。すばらしいダンスは、言葉がな

くても踊りで、いろいろなことを私たちに伝えてくれます。フォークダンスのすばらしさを

実感しました。
パーティ当日、会場は、たくさんの人々で熱気が満ちあふれていました。いっしょうけん

めい練習してきた50曲 を楽しい雰囲気の中、心も身もかるがると。大西健先生にご指導い

ただいたスエーデンのフォークダンスが、私には新しいジャンルで興味を持ちました。
パー トナーチェンジで、初対面、「ようこそ遠路を」「50周年おめでとうございます」

つかの間の出会いがフォークダンスを通じてとても身近に感じるのです。

そして、楽しい時間をいい思い出をいつぱい頂きました。協会の役員の方々、スタッフの

みなさま、ありがとうございました。

たんぽぽ 川村よ志子

50周年記念パーティをもりあげるには、シエアになっても楽しませてくれるフォークダ

ンスを、こんな時こそ遠く離れた旧友を呼んで青春時代に戻り親交を深めたいと思いつきN
さんに (神奈川県)50周年記念パーティのあることを電話で話したらよろこんで「いくわ」

と言つてくれました。その後プログラムを郵送した。彼女、最初に「あ、あ、うれしい !」

と言つて他の友達も次々誘ってくれました。

宿泊は佗住居の我家でとカッコーつけて言つてみたがお世話する者がいない、どうしよ

う、もう一度彼女に電話してわけを話した。「そんなの心配しなくても寝るところがあれば

イイヨ」と言つてくれた。やれやれ、当日になりJR伊勢市駅へ出迎えに行く。友人の一人

が杖をついて降りてきたのでビックリ、以前から膝が悪いと言つていたが、後で聞くと「前

日から注射を打ち薬も飲んで大変なのよ。みんなと一緒に行動したいから !」 その言葉にジ

ーンときた。

そんなこんなでコスチュームに着替えて準備万端、テネーシフルツ、ティコティコ等、踊

つていた。楽しんで頂けたかなあ、気にしながら、パーティの後半途中で抜けていつた友。

50周年記念パーティを終えて

すみれ カロ藤 博美

3年前に 50周年の大イベン トがある事を耳にして、伊勢フォークダンスの歴史と重みを

感 じてお りました。それからあっとい う間にその日が訪れました。前 日祭も当日も五月晴れ

の好天に恵まれ新緑の鮮やかな、すがすがしい気分で迎えることが出来、大きな会場も活気

が張 りました。

私たちのサークルは、まだ年が浅く (歳はシエアです。)練習も他のサークルより出遅れ

完璧ではなく皆様 と一緒に踊 らせて頂 くのは辛い気持でいっぱいでした。特に合同練習の時

には色々と批判されている事を聞き「もうこれからはどんなイベン トにも参加するものでは

ないJ、 自分なりに一生懸命にしているつもりでも皆様の足を引つ張るような事になつては

申し訳ないと自信を無 くしてお りました。

ところが当日は色々な人達が笑顔で踊つてくださった り、楽 しい気分にさせて頂きまし



た。「ああ・・・、やつぱり又これからも進んで参加させて頂こう」という気持に一変した

のは私ばかりではなかつたと思います。又,こ の様な大きな節目の行事に関わる事が出来た

喜び、フォークダンスに出会えて本当に光栄に思います。

50周年記念パーティも大勢の方々が各地から参加して楽しんで頂き、大盛会で終わる事

が出来ましたのも、偏に今まで歴代の方々の御努力とそれを継承して日頃からご尽力なされ

ている役員さん方々、又会員の皆様の御協力の賜物と深く感謝致します。ほんとうに有難う

ございました。

50周年式典に参列して
・

村井 和子

4月 26日前日まで心配していた天気も晴れ、多くの方々が早くから準備をしていた50
周年記念式典、会場はお祝いの花で一層華やかさがまし、いよいよ式典の幕開けです !遠路

の方は前々日よりお出かけ下さつたり、体調の悪い中を押して参カロ下さつた方などなど、協

会のお付き合いの広さを感じました。

協会有志の舞台ではジュニアも楽しそうに踊り、カップル特に男性連は少ない舞台経験に

もかかわらずさつそうと踊り、バラエティにとんだ舞台は華やかの一言では現わせません。

私は客席から時々見せていただいたので特に感じたのかも知れません。

式典に入り昭和 28年創立と、私は何さい?先輩達がず～と受け継いでくれた50年の歴

史を感じつつ表彰者の一人として舞台に上げていただきました。ありがとうございました。

私 17才でFDを知りよき伴侶に出会い、幸せな人生 !体に気をつけてまだまだ続けたいも

のです。

後半は舞台も協会外で得意とする分野や国の踊りを学び研究されている方々で、どの踊り

も素敵でした。バグパイプも生で聞いたのははじめてでした。ふだん見たり聞いたりするこ

との少ない踊りや演奏で我を忘れてしまいました。うっとり!!後で開いたのですが「6人

の表彰者はず～と前で見とれていたなァ～ !J・ 。と。こんな時でもなければ、ゆつくりと

見せてもらうチャンスはありませんものネ。

表彰者 6名 にカロえ、西世古さん、村井が加わつているのが本当なのでしょうと・・・。

50年のふし目に出あえ、式典行事に参加でき、さらに55年、60年・・と栄えあるこ

とをお祈りいたします。そして私も末席で加わつていけたらいいなァーと思います。

ありがとうございました。

50周年記念パーティを終えて

パーティ部門担当 野田冨美子

4月 27日 (日 )午後 3時 25分パーティ終了。アー無事に終わつてよかつたあ―。その

一言につきます。最終パー トのオスローワルツ、一周、二月、三周、沢山の方々に「楽しか

つた」「ありがとう」「ご苦労さま」と声をかけていただき、目頭が熱くなる思いでした。

準備にたずさわつた者全員の思いではないでしょうか。3年前から準備スタッフを募り準備

を進め、その集大成がつこのパーティ。

一人ひとりの力の結集てすばらしいですよね。参加者は協会内289名、協会外 336名
計 625名 です。団体別でみると100名近い団体の参加があり、遠くは長野、千葉、広

島・・・等々。ほんとうに嬉しいかぎりです。

準備段階から当日まで、ご協力下さつた皆さま、ありがとうございました。
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及部だより 今年も「高柳の夜店」へ下記の日程で5回参画する事になりましたので、

会員のみなさまにはご参カロ・ ご協力の程よろしくお願いいたします。

日 時  6/6(金 )6/11(水 )6/21(土 )6ノ/26(木 )7/6(日 )

時 間 午後 7時～ 8時 15分 (雨天中止)場 所 高柳 「ふれあい広場」

そしてフォークダンス層の幅を広げる為同好会の協力を得て、今年は新 しいジャンルの普

及 とい う事で、ラウン ドダンス、歩 くだけのスクエアダンスをもつと一般の方に知っても

らうよう、見学・体験 さらに 7月 には普及講習会を予定 してお りますので、又言葉がけ、

ご協力をお願い致 します。

事務局だより

1回理 4/7事務局

● 50周 年パーティ準備の進行状況

・ パーティの件

“前 日祭

・ 記念品について

● 平成 15年度行事
B各部よりの報告

2回理事 5/7いせトピア

● 50周年パーティ反省&報告

● 各サークル近況、各部報告

● 全国スポレク大会について

● 合同クリスマスパーティについて

● 伊勢レク協会より、ダンスカーニバル他

関連団体会議へ出

3/24 県支部総会      西世古

3/29 県連合会総会     西世古

4/2  県支部役員会     西世古
4/21 県支部理事会     西世古
5/6  県支部スクール打合  西世古

3/11伊勢レク協会 村井・竹内千・宗林
3/25伊勢レク協会 村井
4/15伊勢レク協会 村井
5/2 伊勢レク協会 村井・宗林

各サークルの会員数 (母体)H15.5,7
コスモス

ひまわり

なでしこ

民舞研

ポピー

はまなす

すずらん

２

４

５

３

３

２

７

７２

１

カ トレア   29
マーガレット 31
すみれ    41
アマリリス  13
たんぽぽ   24

あさがお (含子供)24
「カップルでFD」 7

計 344名  + 7名
50周年記念行事・パーティ関連のご意見・感想を沢山いただきましたが、この号で紹

介するスペースが無く残念です。「さおり織り」のバックは予想以上に沢山お越しいただい

た外部の方を優先にしてお渡しいたしましたので、会員の皆様にお渡しするのが遅れてい

ます。現在「さおり織り」を追加製作中ですので今しばらくおまちください。

各サークルの方々に「さおり織り」のバック縫製をポランテアでお願いしましたが、生

地が厚くまたミシン針が通りにくいので苦労をしていただいているようです。しかし、既
にお渡しをした外来客には大好評で御礼の言葉や便りを沢山頂戴しています。「さおり織

り」を発注した福祉施設の方々からも大感謝されています。嬉しいですね。

0周年記念パーティ参加者内訳 協会外 386名  協会員

協会外の内訳 (サークル名は5名以上参加分)

5名計9名

愛知 28 兵庫 22 長野 18 奈良 14 滋賀 7 岐阜 5 その他 10
タンタン3 7 二見 14 鳥羽 12 尾鷲 9 マイム 9 松阪 8 アカトンホ

゛
7 ハローメイ ト6

久居 &レ
5ク

そ の 他

59
大阪 ロン

ド 17
大阪アイ

リス 17
大阪ば ら

の会 6
大阪タン

ポポ 7

大阪その

他 19 合計 336名

自分の意見、要望、質問がある方は、気楽に投稿してください。待つています。


