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三菫彙支部理事 西世古 幸子

去る9月 23日、小俣総合体青館にて第7回みえスポーッフェスティパル
が、450名の参加のもと盛大に日かれました。年前中はみんなでレクダン
スやフォークダンスを踊り、年後は、デモタイムがあり発表しました。
伊勢フォークダンスは「ダス・フェンスター(ドイツ)」 を、出演1

うち最大の人数96名が描いのTシヤツで発表し、「 曲の雰囲気がよく表
現せ ている 」と最高(?)の胡爆薔賞をいただきました。

ダンスカーニバJレの おれい

伊勢レク担当 村井 和子

のダンスカーニパルの目幕です。夏の暑い頃より合同多加の皆さん、
例会を休みにし会綱虐提供してくれた

"Jレ
さん、当日、会場の観営を朝早くから手伝つてく

れた有級者0皆さん、本当に有難うございました。
それぞれの立場でFD協会をアピールしていただき、よかったと思います。
来年は,新伊勢市になり あるんやろか?多加団体は、どうなるんやろ・・・とか期待しつつ

会場を後にしました。 大きい行事も無事にすみました。 本当に有難うございました。

く 感懇 >は まなす

":中

さん  「楽しく踊れた。出入りも、良かつたと思うわ。J

コスモス 中村しさん  「リラックスして踊れた.皆よくそろとつたに一―.」
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*********理 事 会 報 告 *********

各部よりの報告
<普及部>口伊勢市民芸能祭 11月 23日 13130～ 15:30ところ:いせトピア

各サークルにプログラムと入場券配布(入場券がなくても、入場礎 す。)

・ハンド イン ハンド 3月 19日 (日 )ところ:いせトビア
出演サークル 富山あじさい(カップルダンス)、 アイビー(チェーンダ

ンス)、 ポビー(有しゅうサークル)、 あさがお(子供の
サークル)以上4サークル.

く文化・レク部>野外バーティー 10月 8日 (金)と ころ:五桂池
参加者47名。天気もよく楽しかったの声も多く、よかったと思う。

<広報部> 第118号のロンドは、1月 19日 (木)発行予定。原稿じめきりは、12月 28
日とさせてもらいます。

伊勢レク協会の報告
・市民体青祭 ダンスカーニパル 10月 23日 (日 )ところ:サンアリーナ
全体の参加者――-570名。 伊勢FD協会の参加者――-124名。
・ウオークラリー 11月 6日 (日 )ところ:有滝
えらい雨で大責だつたが、協会から22名の人ド争加してくれた。特に、たんぼぼさんに
ご無理を言つて協力を依頼したが、来年は他のサークルにお■いしたいと思う。

☆ その他
・ 協会クリスマスパーティー について

*各サークルで参加者名を記入し11月 30日までに参加費(一人200円 )をそえて、
アマリリスの山本までお出しください。

*指導タイムで指導される方は、12時までに集合して下さい。
*来年の協会のクリスマスパーティー担当は、たんぼぼさんにお願いしました.

・ 協会統一の Tシャツが2枚残うています。(LLl枚、Ll枚)。 必要な時は事務局まで。
・ 連絡   次日 常任理事会
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次回 理事会

12月 28日 (水 )

2月 8日 (水)
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協会 お●い

ペチカがなしい今日この頃、いかがお過ごしですか.今年も鋼年
通り協会主催のクリスマスパーティーを目催します。
私たちアマリリスは早くも串億で大騒ぎです。楽しいパーティーを

計画しましたので、ぜひお越じ下さい。

☆日時 12月 23日 (視日)午後1時より
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五桂池 野外パーティー

文化・レク部 高尾 功子

“天高く目肥ゆる秋"まさにそんな言葉がびつたりの秋空のもと、五桂池ふるさと村でフォーク
ダンスの仲間約50名が集い、踊つたり食べたリゲームに打ち興じたり、実顔と歓声が飛び交
いました。でも、そんな楽しいひと時は、すぐ経過。終わりの時間が来ました。
「楽しかった。J「また、してえな :」の声を青に……・。“これも、皆さんの協力があって出来
たのだ"と、心より感謝しています。ご協力有難うございました。

アマリリス 岡さん  「人数が思つたより多かった。なにもかも楽しかつた :」

なでしこ  平さん  「ビンゴの入賞嬢しかつた。なでしこの人、みんな入賞したのよ。J

マーガレット 田中さん『文化・レク部の催しに初φて参加したけど、楽しかったわ。」
すみれ  中西さん、辻さん  「青空がすてき!踊りも、バーベキューも、ビンゴも

み～んなよかった !」

ポピー・すずらん  山本さん、酒億さん、高松さん  「青空が気持ちよくつて…口。今
日一日で、元気をいつばいもらつた感じやなあ。食べ物もおいし
かったし…・.」「あんたが、一番よく食べたんとちがう?」 rぁんた
も、食欲旺盛やつたよ～。J「私も、お腹が苦しい程食べたわ～.」

「み～んな、よう食べとったなあ――――――.』

第 18回 全国スポレク大会 in岩手
「6をいきCXわくCんこもり」のスローガンのもと,

10月 1日からの 3日間にわたつて目催されました。
フオークダンス部門で、本大会に二重果の派遣選手とし

て多加した五人の方に、感想を寄せてもらいもらいました。

ぬけるような青空、たわわに実る柿、食欲をそそる′ヽ一ベキュー.

ダンス、ビンゴゲーム、手作りの味ごはんに、つけ物。最高だった !
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「参加させてもらつて、いい経験と思い出が出来ました。ありがとう。」

「初めて行つた岩手のスポレクヘの参加は、緊張しましたが良き思い出で●.4

「30中の開会式、天候は不機難でしたが、心は晴れ晴れ。課題曲 “フト・ウ
゛

フアニー (イ スラエル)・を 笑顔で一生懸命踊りました。」

ir」 部門では、三菫県から6名参加.うち 5名が、伊勢から参加しました。

6県 (鳥取・福井・埼玉。長崎・岩手・二重)が、一緒に踊りました。応援頂

いた皆さん、有難うごさいました。」

聴 に降られて大変てしたが、楽しいチームの雷さんとご一緒できてよかつたリ
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しようかい

私達“宮山あじさい"は、主に第1と第3の土曜日の夜、宮山小学校で“カップルで踊るダンスタ

を練習しています。 本来ならば、男女が組んで踊るのが理想的なのでしょうが、残念ながら
本物の男性がおりません。それで、女女カップルで踊つています。
内審は、以前から受け継がれているようなカップルダンスや、他団体のパー贅 ―でフリー曲

として踊られているような曲を中心に、選んで研究しながら練習を重ねておりますご

主な曲 ・羊飼いのマズルカ

・チロルのレントラー

・皇帝円舞曲   ・アマナーワルツ
・エル・ガウチョタンゴ  その他
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21人審ようだい 0んな伸農し

あさ

』体育館いつぱいに子ども達の歓声が響いています。最近タタロチ
力は卒業して「ベッサラビア」のかけ声です。
ジュニアFDサークル「 あさがお Jは,ダンスの大好きな3歳から小学5年生までの21人の

子ども違とその保護者で構成されています。月二回明倫小の体育館をお借りして例会を目い
ていますが、子ども達みんながひとつの家族のように仲良して大きな子は小さい子の面倒をよ
くみ、小さい子はお姉ちゃん達のあとを通いとてもかわいい子ども違ばかりです。
諸事情で長期にお休みしている会員が少しいるのが気掛かりですがお母さん達も理解栞くよ

く協力してくれるので楽しくサークル活動をすすめることができています。小学生の会員に限り
ますがこのあと3月までに3回舞台発表の予定があるので今一生懸命練習しています。
みなさんまた、ご声援下さいね !
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第49回伊勢市民芸鮨祭
(フオークダンス部門)

日時 11月 23日 (視)

13130-15:30
会場  いせトビア

出演 伊勢 FD協会、フラダン

ス、ジヤズダンス

一
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サークルすみれ

例会時間は、毎週木

曜日の10時から11

時30分まででした。


