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伊勢フォークダンス協会 容 0596(25)1577
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珍しく客人がなく静かな正月をむかえて、テレビ番組を沢山見まし,電 力くし芸大会やスポ
ーツの順位郷麓ヽ の、どの出場堵も長期間練習に心身をすり減らLt― たとおもわれる
、手に汗を握り気合をいれてみていました 頑醒ることには1賢 れていも いつも惨めな
―
結果におわる デカ メを印刷していて、修整方湛などわからなしtと ばかり遂￨め ろうこと
'偽
か、フイルムの削除をリック、アッとおもう間になく国自節 ミ
真つ白になりました 「ヒエー」
インターネット用にと準備の芸能祭・クリスマスパーティの写真260枚 が、一瞬に消えまし,t
果然自失 言喋もありません。走馬灯のようにいろんなことが日前をよぎりましに
念のために知人に援助を求めましたら、パソコンのどこ力功も 引きずり出してくれまし,し ま
「難 は律 のことを教えてく1霰 6」 ∪搾択するようになりました いまウイルスス
た、厚かましく
キャンが勝手に作動し始めたので1時間は仕事驚 ないと小津映画「麦秋Jの 後半を鑑賞しま
し,電 白黒画面だけれどゆつたりとした風景・動作・会話にしみじみと心がなごみ、老夫婦の
いいなJ冬 のソナタ」
哀愁がすんなりと心に沐みましに い
も美ししプロド″ でし,L

著降載こよ覆
し

西世古幸子
50周 年行事をほぼ終た れからどのような方向をめざすべきカフ ォークダンスの楽しみ方について私な
りに考えてみました フォークダンスを真に楽しむには踊泌 ダンス¨

多少でなくどれだけ楽しく踊れ

し

るかだと思います
フォークダンスは[各 国 の[期 の踊りです。世界地図に の半世紀ででも民族間の闘争で随分塗り替
えられています。その再編成の度にそのはざ間縦

褻

いわゆ鍛
た霧
3/J瀬鞠勧ミ

して現在世

界に約3千万人もいるそうです。それはどお互い合いいれない[民 劇 つて何でしょう。
それぞれのフォークダンスのもつ背景つまリフォークロアをもつともつ迦勉強してその踊りのこころをつか
んで踊るのもフォー クダンスの楽しみ 方のひとつ だと思います。そして私たちは 日本民族で、まず 自分の

国の民踊を理解することか業

のだとも思います。

皆さんのおかげで現在ではわが協会も広範囲lザンスを紹介縫 るようになつたし、また醐閣こ度々講
習会を引つぱつてくることができるようにもなりましに 是非今年は更に中広ぐ窓剛贅:し、こν勢ち楽しめ
る自分のダンスをみつけて下れ 、フォークダンスはなんと言つも 楽しく踊るのが基本です。しⅥヽ
にした
らみんなで楽しCttυ 5かを常に念頭において一人一人が楽しめばますます協会はれ

てくると思いま

す。会員のみなさま、本鴨 どうぞよろⅨ お願い いたしま 九

ボスニア ヘルツ織

ナ

1剰 資霞楽舞踊団

チケッM庸 制赳兄(H15012・ 3理 態∋
協会員 25針 セ 協会外 57枚 生徒券 鍬
合計313枚です。
伊勢D協 会長の思い、=召掲圭t動 を見せてあげたい、観鶴 らいたい、配 てはしい、が、結果に
あらわれていません。新年、心を師ヒに、強制でなく、もう1枚、自分の周りの人に、
み‐ らうよう、
―
声をかけてみていただけないでしょうか ?
協会50周 年最後の、行事をみんなで喜び、楽しみ合いません力、お願いします !!

インターネットで日本・世界のフォークダンスの間動状況を見ません力、
oohp/ 遠ちゃんのフォークダンス
htty//club.脚 .ne。 わ′∞お.hpん austria/3‑index.htmオ ースE刀 アのフォークダンス
utanfd.com/ウ ータンのホームページ
鵬駐.tヽ、
htty//club.pep.ne.L/｀銀

面Chttmohtm日 本フォークダンス連盟
http://― camgo2.ne.勧 角d山メ磯山配e.htm膀ォークダンス協会
英語の小文字で検索すると、正確に入力すれば1度 で画面に現れます。日本語で検索するといくつも
出ますので、自分の希望分がでるまで、色々とクリックしてくださし、たとえば伊勢フォークダンス協会で入
http://― .utan― fd.c耐¨

力した場合2つ 目のwelcome to ourを クリックしてくださし、最下部の遠ちゃんのフォークダンスをリック
する艶 々のホームページにリンク0ま す。たのしいです∴
htty//呻.gmities。 わ/Llioka sundalr/sanka/ise/ise.htmク ローバいせ終了式の記事が掲載
判らないときは28‑8069醜 でお電話をください。不在のときは留守電に用件を入れて下さい。帰
宅後お電話をいれます。伊勢フォークダンス協会のホームページを充実させたいとおい ヽ
ます。現在修
道コスモスだけリンクできます。各サァフ漆 らも掲載希望の安 コメント記事を寄せていただけないで
しょう力、そうすればとても助かります。

11月

￨12003、 11月 23日 伊勢市民芸能祭 11月 30日
1〜 4日 スポ レク香り
フ
ー
大阪 ォ クダンス 50周 年記念パーテ ィ 12月 23日 伊勢 FDク リスマスパーテ ィ
が開催 されました。寄せ られま した関連記事をご覧下 さい。
スポ レク香川 2003に 参カロしました。
原 勢津子
大会 2日 日か ら、高松市総合体育館 でフォー クダンスの部 が始 ま りま した。6県 で 1チ ー
ムを組み競 い合 いま した。 二重県は 「瀬戸大橋」チーム、チー フの色は青。課題 曲は 「ザ、
ツーカンズ」(オ ランダ)が 当た り、3時 から 5時 まで構成 の練習を しました。チーフの扱 い
方 が難 しかったです
3日 日、朝か らリハーサル を 1回 した後、い よい よ本番。私 たちのチームは 1番 目。間違
えないよ うに自分に言 い闘かせ なが ら踊 りました。最後 のフィニ ッシユが決まつた瞬間 「や
つた―」と心の中で叫びました。後 は苦 しかった夏 の暑 い時の事、先輩方が フォー クダンス
歴 の短 い私を引つ張 っていってくれたこと等を思 い出し、感激 で涙が止ま りませんで した。
このたびの大会に参加 させていただき、いい経験にな りました。有難 うございま した。

第 47回 市民芸能祭に思 う事
竹内

千恵子

練習を重ね、衣装を考 え、 13サ ー クル 、 日ごろの成果をはっきして舞台での発表。
舞台 の上では、みんな輝 いた り、固まった り、それな りに、鑑賞 させていただ きま した。
で も一方で、参加する事に意義があ り、みんなが楽 しく踊ろ うとの精神 だけで芸能祭へ参
加 していいのかな ?と も思 いました。 これか らの市民芸能祭 さんかについて もつ と考え、話
し合 いが必要ではないか と思 います。

し

大阪 フォー クダンス 50周 年記念に参力日して

し

浜 口 議1子
パ
ー
の
県外で
テ ィに初めて参力Eさ せていただ きま した。総勢 36名 で露 の立ち込める中を
舞洲ア リーナヘ と出発 しました。車中みんなは賑やかに話 しをして余裕たつぶ りで したが、
わた しは と言 うと、会場 が近づ くにつれてパーテ ィ曲が踊れるだろ うか と不安が一杯 で笑 い
は消え、顔は引き攣 り怒 り顔 になつてい きました。到着するや早速 に着替えをすませて中に
入 り、会場の広 さ人 の多 さに驚 きま した。なんと正面で生バ ン ド演奏です。でも踊 つてい く
うちに雰囲気 に も慣れてきて落ちついてきました。そ うすると生バ ン ド演奏で踊れることが
なん と快 いことで しょ う。そ して知 らない人達 と挨拶を交わ しなが ら次々 とパー トナーが変
わ り踊る楽 しさも味わ う事ができました。
サブア リーナを覗 いてみるとチ ェーンダンスの ミニ講習会をしてお り、一人踊 りもいい も
のだなあ と思いつつ習 いま した。指導者、ボーカルの人 の格好良さ、ステ ップのすば らしさ
に、 日は釘付 けとな りあっ とい う間に時間が過 ぎて終了とな りました。
今 日一 日無事に楽 しく踊れることが出来た喜びに感謝 してやみません。そ して協会顧間の
村井正治氏に見送 られて帰途につ きま した。

カ トレア 村井 和子
朝か らいい天気、県営体育館 に来て もらいやすいナ。 よかつた。大きな体育館 が、広 さを
感 じない くらい多 くのみなさまに、集 まつていただいて 252名 。 (内 鳥羽 FDさ ん始め
協会外 24名 )の参加 で した。
50周 年パーテ ィの興奮 さめや らぬ頃、もう一度み んなで、あの大勢で踊 りたい・・ 0。
これがパーテ ィの準備 のはじま りです。パーテ ィは参加するもの と、カ トレアのほぼ全員 が
思 っていた、 うらかた初JL戦 です。理事長、研修部 のみなさまに助けていただき、無事、終
えるこ とが出来ま した。 あ りがとうございました。
終わつてみ ると、さてプ ログラムの組み方はあれ で よかつたのか ?参 カロしたみなさんは、
楽 しんでもらえたのか 0・ ・・ などなど。
私 がお勧 めしたかつた事、 50周 年を機 に多 くの同好会 が誕生 しています。その活動を見
てほ しかったの と、踊 りに興味がある方はいい機会。今から始 めてみませんか。それぞれの
指導者 はとても親切 で丁寧 にわかるまで教えてくれると思います ヨ。
年 のは じめ、思いたつたが吉 日です。同好会 の代表者に連絡をとり、ぜひ踊 つて下 さい。
団体会 議 ヘ

だより
2月 1日

(日

)二 重県支部全国伝達講習会

鈴鹿青少年セ ンター 10100〜
2月 11日 (水 )伊 勢全国伝達講習会
サ ンライ フ伊勢 13:00〜 15:00
事務局だより

2回 常任理事会報

10/30

いせ トピア

○ 各部報告
研修部・・本年度ハ ン ド inハ ン ドの 日程

H16,3, 14

普及部・・ 沼木保育所 で活動
文化・ レク部・・ 明治村 で鹿 鳴館 の踊 り
広報部・・ ロン ド発行
伊勢 レク協会・・ ダンスカーニバル 0大 祭 り
○ 協会行事
山形国民文化祭・合同クリスマスパーテ ィ
ボスニア舞踊団チケッ ト販売
花 のサー クル CD注 文
公認指導者 の名簿提出

10/23
10/23
11/21
11/27
11/27
1/14

西世古
県役員会
伊勢 レク協会
県理事会
伊勢 レク協会
西世古
県役員会
ハ ン ド inハ ン ド

西村
宗林
西村
村井
西村
西村

各サー クルの会員数 H16.1,14現 在
修道 コスモス 43 明倫ひまわ り41
中島なで しこ 51 民舞研 34
ポ ピー 36
はまなす 24
カ トレア 30
すず らん 49
マーガ レッ ト35 すみれ 41
アマ リリス 29
たんぽぽ 26
あさがお (含 子供) 27 準会員 10
合 計 466+1 0 = 476名

1/11

イ

成人式の受付をポ ピー・
はまなす・ すず らんさんに
していただきました。
(伊 勢市観光文化会館)

ご一 緒 に い かがです か
チ ェー ン ダ ンス 同好会 ア イ ビー

野田

冨美子

チェーンダンスってなあに ?そ れは輸になって踊 る、うずまきを作る、蛇行する、列を作
つて踊る、等 々形態はいろいろあ りますが、要は、パー トナー を必要 としない、シングルで
踊 るダンスなのです。
アイ ビー は、同好会 として昨年 5月 末 に発足 し、毎月 2回 、いせ トピア リハーサル室で
踊 つています。 シングルが好きな方 が集 まって楽 しんでいる―そんな感 じの同好会です。
イス ラエル 、旧ユー ゴ、ルーマニア、ブルガ リア、ギリシャ等 々の国の音楽 にのって身体
を動か します。不規則な リズム もあ りますが、ちゃんとのれ るようなつたらより楽 しい と思
います よ。私もそ うな りたい とお もつてい る一人です。一緒に勉強 していきませんか。
現在会員数は多 くあ りませんが、少 しづつ楽 しさ、面 白さが伝わ り、アイ ビーの よ うに強
く長 く伸びてゆけばいいな と願 つています。興味をお持ちになった ら一度お出か けください
ネ。
カ ップルでフォークダンスヘのお誘 い
碓井 洋子
去年 の芸能祭、協会 の クリスマスパーテ ィでご覧頂 いたと思いますが、人生 の熱年男性達
が和気あい あいの 中、運動感覚でなつか しいカン トリーの音楽 にあわせて身体を動か した
り、8人 1組 で歩 くだけで踊 るスクエ アダンス、グループで楽 しむ コン トラダンス と幅広 く、
どうぞ ご夫婦・ 親 しいお友達 (男 女 のカ ップル)で 一度見学・体験 して見て下さい。
きつ とフォー クダンスの別 の世界 がみえますよ・・・・ !!!

民踊

あゆみ で楽 しく踊 りましょ う。

上村 敏子
協会唯一の民踊 の同好会です。北は北海道か ら、南は沖縄まで全国の民踊を幅広 く、ゆっ
くり、たの しく踊 つています。ぜひ試 してみませんか ?

スクエ ア同好会第 1回 修了式を終えて

し

西村 美代子
昨年 12月 21日 (日 )伊 勢労働福社会館にて クローバー伊勢"ス クエア同好会では初 め
て ビギナー第 1期 修了パーテ ィを行 いました。各クラブの人たちの応援を得ましてな ごやか
な うちに終える事ができました。
これか ら今年 の修了式に向けて頑張る人、又、入会する人 と忙 しくなることで しょう。歩
いて楽 しめるダンス として皆 さんに喜んで もらえると思います。チームダンスの良さはや つ
てみない とわか りません し、人 に対する思 いや りが生まれるダンスだ と思います。
大きな輪が広が るこ とを祈 って頑張 りたいと全員 一 同願 つています。
修了生 12名 おめで とうございます。
σ安藝 佳子
荻野 洋子
̀赤 松 明子
高木香代子
田中 泰子 0中 村 照代

。小森 早苗
野田冨美子

こ宗林ひろ子
福井 照子

α平 恒子
。南恵美子

同好会 の 日程等
名

称

練 習場所

練習 日時

宮山あじさい

宮山小学校
体育館

アイ ビー
チ ェンダンス
(シ ングル)
同好会

いせ トピア
、
リハーサル室

ル ピナス
ラウン ド
ダンス同好会

いせ トピア
ホール

カ ップル で
フォー クダンス
(男 女)

いせ トピア
リハーサル室

月

2回

土曜 日

1/17・ 24 2/7021

夜 19130〜 21:30
2ノ 19 (jホt)垣 Ll:30〜 3:30

27(金 )昼 1:30〜 3:30
3ノ 3(水 )夜 7:30〜 9:30
3/26 (金 )昼 1:30〜 3:30
2ノ

10 (火 )昼 1:30‑3 :30
2ノ 18 (水 )夜 7 :00‑9 :00

連 絡先 容
永井

25・ 7151

野 田冨美子
36・

3/
3′

古市資料館

(ロ

舞
ン ド)

ク ローバ ー いせ
ス クエ ア
ダ ンス 同好会
民踊 の部
あ ゆ み

5192

2ノ

2 (火 )昼

1:30‑3 :30

碓井
25‐

浜 郷 コ ミ ュニ テ イ
セ ンター
いせ トピア
文化交流室
い tト ピア リハ ー
サル 室
労働福社会館

労働 福社 会館

3F

洋子

5573

17 (水 )夜 7 :oO‑9 :00

2/21(1第 3」ヒ)
3/27 (第 4土 )
夜

7:30〜 9:30

第 1・ 第 3(火 )

和子

村井
24・

5500
洋子

碓井
25・

輪

嘉子

5573

森本
25Ⅲ

絹

0584

1/23(金 )2/6 (金 )浜 郷
19:30〜 21:00
3/12(金 )い せ トピア

竹 内千恵 子

2/22(日 )い せ トピア
9:30〜 11:30
3/27(土 )労福
13:30〜 15:30

西 村美 代子

2/9 (月 )3/8 (月 )

上村

10:00〜 12100

24‐

23・

22‐

0634

1683
敏子

0951

編集後記
「歳月人をまたず」少 しの間も惜 しんで学ぶべ きだと陶淵明氏は言われま した。 だのに
私は、や る気持ちはあるのですが、すべてに気分が乗 りません。各サー クル も「寒 くなる。
難 しくなる。来なくなる」1月 か ら3月 になるとこの雰囲気 になると思います。
ロン ドの原稿 もなかなか集ま りません。イライラす るときは散歩 を します。「冬来た り
なば、春遠からじ」桜 のつぼみ も牡丹のつぼみ も膨 らんできました。ゆ りの芽 もみえて きま
した。来月 には梅 の花 が咲きます。蘭・ サボテ ン類 は沢山咲き誇 つています。いま少 しの幸
抱 で すネ。

