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朝けまtマ おめTヒ うござい二十.

会員の皆様方おだやかな新春の迎えられたこととお慶び申し上げます。

昨年度は、猛暑、度重なる台風の来襲、地震等々自然災害の多い年でありま

した。世界各地で起きる異常気象や環境変化に、地球温暖化の懸念が強まっ

ています。私たちにできるできる小さなことからかけがえのない地球を守

りたいものです。

‐

明倫ひまわり 15才誕生パーティー 5代 日会長  堀崎 克代

平成 16年 12月 6日 、私達明倫ひまわりが産声を上げてから満 15歳の誕生パーテ

ィーを明倫小の体育館で行いました。伊勢FD協会の有志のお客様をお迎えして「ワー

ワー」と声を上げながら相手を見つけて踊つた りするダンスは、楽しくて子供に帰つた

ように皆はしゃいでいましたふ

今 日に至るまでは、平成元年 9月 、初代会長神田さんのときに百人近くで発足し、二代

目畑さん、三代目楠木さんで、四代目土平さんの時には、六十人程になりましが皆の気

持ちも1つになつて、まさにひまわりの花が咲き誇るような充実した時代であったと思

います。

現在のひまわりは、約二十人くらいと発足時に比べ少なくなりましたが、夏は、バス

旅行、冬は、忘年会とダンスの他にもこの様な行事をして楽しい仲間作りをしています。

私達は、毎週月曜日七時十五分から明倫小体育館で練習をしております。お客様大歓

迎ですので皆様おいで下さい。御一緒に踊 りませんか。

協会合同クリスマスパーテイーを終えて  1ヒ浜マーガレット会長 浜目 まさ

北浜マーガレットが誕生して 4年目、何もわからない私たちが引き受けていい物かしら?

順番といわれても会場の体育館は寒いし、北浜がどこにあるのかご存知かしら?な ど不安



はいっぱい。その時、日中さんが「原点に戻つて楽しく踊ればいいのよ」と一言。フォー

クダンスをされる方は身体を動かしダンスをするのが好きな方の集まり、だつたら寒 く

ないように楽しく踊ることを第 1に と考えました。

準備には会員の皆様の協力のもと、何 とか時間までに間に合わせることができ皆様を

お迎えすることができました。何 しろ不慣れなためご迷惑をおかけしたり、行き届かな

い点がありましたことをお許 しいただきたいと思います。風もなく、お天気に恵まれた

こと、事故のなかったことが幸いでした。皆様に感謝いたします。

会員相互の親睦をはたるためには、ただ踊るだけでは 。・ 。とぃぅことで年に 1・ 2

回は外に会場を移 します。夏には鳥羽のホテルで食べて踊つて一風呂あびて気分は爽

快 !!のチョー気持ちいい一日を過ごしました。

冬の楽 しみのクリスマス会は 12月 22日 に決定。当日は、会員たちが持ち寄つたツリ

ーやタペス トリー等のクリスマス用品で飾 り付けをすると殺風景だつた部屋もあつと

いう間に雰囲気満点のパーティー会場に早変わりです。サアーお楽しみが目白押 し「山

小屋の灯火」の由にのってジャンケングーム、獲得 した飴の数で景品がもらえるとあつ

て、みんなジャンケンも真剣そのもの子供時代に帰つたように賑やかです。日星をつけ

ていた景品があたって大喜びの人、ちょと残念そうな人 00・ 、第 2部はお茶タイム、

おいしいおかしなどをいただき、メーンイベン トとなるプレゼン トの交換の時となりま

した。「聖しこの夜」のメロディーにあわせて各自プレゼン トを左から右へ手渡してい

きます。この袋があたればいいなあ、この袋は重いなあ、何が入つているのかなあと一つ

一つのプレゼントを持つごとにメンバーの繋がりを思い、車座になつたメンバーの笑顔

を見るにつけ、目的を―にした仲間と出会えたからこそ味わえる楽 しいひと時、踊つて

食べてプレゼントを貰つて、例会よりも 1時間延長ですが、あつという間にタイムオー

バー。

「来年も健康で楽しく踊ること」を祈念して 16年最終例会は終了となりま
・
した。

カ トレア                       橋爪 和子

ドアを開けると今日もそこには楽しい笑い声が溢れています。さあ、これから楽しい

踊りの輸が広がっていきます。      ′

梅木 幸枝

|み鞣 よ盆il合える楽しい会にしよう」と誓い合つて誕生した「すずらん」もこしよう」と誓い合つて誕生した「すずらん」も

:日 の午後、いせ トピアにおいて毎日 30数名が

″い指導のもと、和気きあいあい楽 しく踊つて
′√

縛三真墓禽揉窯凛喜t』Z[Tl霞裏t写電;理やも
冬`lま暖辱、夏は冷房、1年中恵ま
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生涯学習センターのフォークダンス講座の終了者 と同志のサークル会員から誕生 し

たカ トレアも7年目になります。仕事を持っている人が多くいつも全員が顔を合わせる

ことは難 しい現状ですが、親睦会、年度末終了パーティー、また協会の行事に参加 した

りと和気あいあいと交流しています。

私たちは、毎週金曜日、いせ トピアで夜 7時 30分から村井さんご夫妻、安藝さんと3

人のご指導で練習しています。そして今、2月 の学習フエスティバルに向けて練習 して

いるところです。又、「正治タイム」といって月 1回第 4金曜日には、村井正治さんだ

けの楽しい指導の時間もあり、今では気心の知れたもの同志、週 1回の例会を楽しみに

踊つています。

理解のある家族に感謝 しつつ、会員の皆がいつまでも元気で楽しく踊 り続けられたら

いいなあと思つています。

皆様も是非カ トレアヘ遊びに来てください。お待ちしています。

台風 12号災害、新潟中越地震に関して皆様にご協力をお願いしましたところ、下記

のようにお志をいただきました。過日それぞれの災害地に送らせていただきましたので

ご了承ください。     ゛

○ 台風 21号災害義援金

○ 新潟中越地震災害義援金

義援先等

○ 伊勢市民活動センター

○ 尾鷲 FDク ラブ (海山町教育委員会)

○ 新潟県FD連盟フォークダンス委員会

残金は伊勢FD協会本会計ヘ

オ 笏 よタ

2月 6日 (日 ) 第 48回全国フォークダンス指導者講習会  県営サブ体育館

※例年行われてきた上記講習会の伊勢の伝達講習会はありません。

2月 20日 (日)第 27回全国レクリエーションダンス 伊勢観光文化会館

小俣町環境改善センター

ヽ

35,250円

51,815円

20,000円

10,430円 (送料を含む)

56,620円 (送料を含む)

15円

以上報告させていただきます。

会長    西世古 幸子

事務局長  永井  嘉子

3月 6日 (日 ) 第 19回支部公認指導者研修会
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10:CЮ～12:00   1・ 2期生   労福 3F
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長期予報では今年の冬は暖冬だといっていましたが、寒に入り寒い日が多いようです。

どうぞ皆さんお風邪など召されませんように。今年も健康に気をつけてフォークダンス

を楽しんでください。


