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` 自然の叡智  ` をテーマに世界120カ国以上が参加の愛・地球博 (愛知万博)

/も、9月 25日で終わろうとしています。会員の皆さんも、一度は、足を運ばれたこと
でしょうね.毎日、テレビで放映されているから「あそこへ行きたい !」「あの国の民族
舞踊をみたい !」 と、詢はすませ出かけたけど、人、人、人で結局見れなくて、、、、、、が
つかりして帰つてきたのは、私ばかりじゃないてしょうね。身近なところに、外国の方
がいるのに思う存分触れ含えないなんて、、、、、ザンネン !!:そのかわり、世界各国の
踊りをノヽンノヽン踊つて、その国に思いをはせましょうょ。ね、みなさん !

秋は、心地よい季節なのに超大型ハリケーン「 カトリーナ 」の惨事や台風14号
による被害を聞くにつけ、“ 今、元気で楽しく踊つてるよ "と言える今を感謝したい
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今年の者人ホーム訪間は、はまなすさんが

快<引き受けてくれました。前に舞合で発表

し好評だった沖縄の曲をお手製の衣装を着け

華やかに、踊つてくれました。
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はまなす 藤本 和美

七夕の日に万亀会館を慰間し、沖縄の民謡「 永良部百含の花 」を踊りました。打
ち鳴らす四ツ竹に合わせて手拍子を取つたり、日ずさんだりして笑顔で楽しんでいただ
きました。その様子を見て少しはなぐさめになったのかな、と私たちも嬉しくなりまし
た。

最後に全員で七夕の歌を合唱し、大きな笹に願いを書いた短冊を飾り、皆の幸せを祈
りました。

普及部長 西村 美代子 <感想> 「楽しく反応」

はまなす  米山 慶子

踊つている私たちを見て体

で反応してくれました.衣装

も本物の沖縄の衣装と、思つ

ていたみたいです。
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マ ー 伝 達 講 習

村丼 和子研修部長

7月 31日、暑い暑い本当に暑い中、サンライフで58名の参加のもと、講習会が行
われました。休憩を多く取り、水分補綸に気をつけて、ゆっくリベースで実施しました。
指導者も「 どうしたら 楽しく 踊つてもらえるだろうか?」「 指導を受けた先生

の雰囲気や 曲想を どうしたら うまく 伝えられるだろうか?」 と、勉強日数の少
ない中努力してくれました。結果は、わかりやすい指導で、参加者に好評でした。
今回は、有志によるデモも見てもらい、とてもよかったと思います。

伝達講習曲

(イ スうエル)

*ランチェラ (ウルグアイ)

南米ウルグアイのお祭りや催し物では必すといっ

てよい程踊られてきた踊り。
*ミー・ティン・ヴェ・アーメン(イスラエリレ)
「もし与えてくれるならは、アーメンJの意.

*ドゥナファルウキ・レアニタンツ (ハンガリニ)

ドすウ川岸の村、ドゥナファルヴフの女性だけで
踊るサークル・ダンス。
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第5回 伊錯の夜環 」に●加して

=見
ラベンダー

7月 30日、今年も「 伊勢の夜祭 」に参加させていただきました。

当日は私達だけでなく、飛び入りで参加してくださった観害の方もあって、時間は短かつたも

のの、とても楽しく踊ることができました。

これからも、いろんな所でいろんな方と踊つて、楽しい時間を過ごせたら、、、と思います。

*************理  綱諄 髪姜 幸晨 燿彗**************
★ 各部よりの報告・提案               ′

<研修部> 7月 31日 (日)中近フォークダンスサマー伝達講習会

会場 :サンライフ  参加者数 :58名

<普及部> 07月 7日 (木)老人ホーム万亀会館訪間

サークル :はまなす 参加者数 :8名

・ 11月 238(水)一勤労感謝の日一市民芸能祭

参加出場チーム :8チームーーーあじさい、アマリリス、はまなす、ひま

▲
〓

尾西 新子



わり、スボレク選手、スクエアダンス、「 リリーチスキー・ハラウォード(□

シアの曲)」 チーム、「 ドゥすファル★ ・レアニタンツ (ハンガリーの曲)」

チーム。・・・出演者 (今年は、rAt認指導者の有志)

<文1ヒ・レク部> 10月 28日 (金)頃 五桂池野外パーティー

パーベキュー及びフォークダンスの予定.後日、実行委員を碁る.

く広報部> 同好会でパーティー `講習会など全会員に知らせたい催しがあれば、原稿をお

寄せください。ただし、年 1回。「ロンド」の記事にスペースがあれば。

☆ 三菫県支部の報告

7月 15～ 17日 中近 FDサマー講習会  (サンフリーすにて)

全体で290名の参加. 三菫県では、72名、伊勢 FDでは32名の参加.・

★ 伊勢レク協会の報告

・ 10月 23日 (日) 市民体育祭 ダンスカーニパル ・・・  申込者 102名 、

午前11:25頃「ダス・フェンスター」、午後2115頃「グラントスクエア」の発丸
011月 6日 (日) ウォークラリー  有滝にて実施予定

・ 10月 1日 (土) 1日ウォーク   いせトピフ前 芝生広場に集合 午後7:30～
コース :「野口みずきオリンピック金メダルロート」 8:00出 発予定

サークル名 実人数 参加人数 同好会名 (準会員) 実人数 参加人数

コスモス 36名 42名 カップルでFD 7名 23名
ひまわり 27 34 富山あじさい 0 26
なでしこ 22 38 轄舞  (ロンド) 0 15
民舞研 7 35 SD (クローパー) 2 40

ポピー 22 32 アイビー ■
‥ 25

はまなす 18 23 ルビナス 0 59
すずらん 36 39 シャムロク 3 30
カトレア 24 24 カサプランカ 2 15
マーガレット 31 33 計 15名 233名

アマリリス 21 27

たんぼぼ 22 23 *繊実人数 342 名

あさがお 10 34 *協会総人数 677 名

すみれ 29 35 *協会平均年齢

=見
ラベンダ 22 25 (あさがお除く) 6“ 9 才

計 327名 444名 (あさがお含む) 60,55 才



カップルでフォークダンス   小田 裕雄

1回土曜日の夜、ご夫婦やお友達の男女のカップル十数組が集
まり、ダンスを楽しんでいます。

例会では、フォークダンス、スクエアダンス、カントリーウエスタンダンス、レクダ
ンス等いろいろなダンスをしています。健康作り、運動不足解消、メンパー同意のコミ
ユニケーションを大切にしながら面白く、愉快に、時には真剣にまじめに踊つています。
現在は、10月 23日のダンスカーニノVレでのデモ出演に向け、例会を増やしてがん

ばつています。

伊勢フォークダンスのみなさん、ご家族、友人などの男性をお誘いのうえ、ぜひカッ
ブルでフォークダンスの同好会に参加してください。お願い致します。

フォータタンス0お開い

―フォータタンスhあき黎―

にちじ  H17,9,25〔  日 〕

10:30から14:30審で

くわしくはs■当 二里ラベンダー
=

友違の構を大切に

すみれ   間宮

サータル・目押菫

しようかい

“すみれ"は、シエアの皆さんを対象として、さらに優しいフォークダンスを目指し
ているサークルです.目的は、フォークダンスを踊ることですが、ダンスサークルと言
うよりも友達の輸を大切にしているサークルです。ですから、無論ダンスは踊りますが、
ダンスの合間のひと時のお茶とお業子とおしゃべり、これがはた楽しい集いとなつてい

ます。

このようにして、皆様に親しまれ愛され続けて発足以来6年目に入りました。シエア
の方に限らず、若い人も初心者の人も、ぜひ一度 “すみれ"に遊びにきてください。大
歓辺です。(ただし、お茶は各自ご持参下さいね。)

会場 :船江町の船江会館、 日時 :毎週本曜日の午前10:00か ら11:00ま で

買編に百自く愴快に
`【ヽ｀
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協会ガマス

12023
県営体育館

★第3回常任理事会10月 5日 いせトビア、第3回理事会11月 9日 いせトビア★


