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紅葉だよりがきこえ、まさに秋たけなわとい ぅところですね
。庭
のみかんもうらすら黄色味をおびて来ました。ス ポ ー ツの !!
秋
それは、フォークダンスの秋です。
銅 理事 会 の報
例会 の時 間を延長 し、親睦パーテ ィ ,芸 能祭 の練習を
してい る。
各サー クルの在籍数
・
コスモス 39
はまなす 28
たんぽば 33
ひまわ り 47
すず らん 44
すみれ
42
なで しこ 40
レ
ヵ ト ア 59
アマ リリス 41
ポピー
46
マー ガ レ ッ ト 32
2.各 部 の状況
普及 部 ・ 第 2回 ダ ンスフェステ ィパル の準備
研修部 ・ 47周 年記念 の集 いの準備
・ 市民芸能祭 11月 11日 本番 11月 8日
リハ ーサル
・ 学校 へ集 まろ う
・ TAK10̀s
ソー ランを踊 ろ う 3月 24日 ア リーナ
3.関 係 団体 ・ いせハ ン ドinハ ン ド H13年 3月 11日 (日
)い せ トピア
・ 文化協会
H13年 4月 30日
・ 里帰 り伊勢音頭 H12年 11月 26日
皇學館大記念講堂
。ついたちウォー キング ス
4.
タッフを 2名 すみれ担当
1・ 各 サ ー クル の 状況

45周 革 記念 大 会
13年
5月
18日 ‑20日 長野 で 開催
耳
日本 フ ォ ァ クダ ンス連 盟

み ん なで 参 加 しませ んか 。
′

『 みえ、スポーツフェスティバル
9月 23日 、あい にくの雨模様で したが、 み え、スポー ッフェステ ィパル
『

2000』

が二重県下 さまざまな地域で開催 されま した。今回 の 「スポー ツ
フエステ ィバル 」は 「スポレク 2001、 みえ」 の リハーサル大会 を兼ねたも
ので、民踊、 レクダンス、 フォー クダ ンスの競技会が行われ る上野 ドームの会
場 に参加 させてい ただ きま した。民踊 のチー ム、 フォー クダ ンスのチーム と発
表 が あ り私達 18名 はオランダの 曲 「アイ ス、バ ァルス」 で出場 しま した。
コスチ ュー ウム も紺 と自のパ ランスが美 しい姿 で した。 (自 画 自賛で !?)
す
そ して 「皆なで楽 しく、笑顔をたや さず踊 りま しょ う」を合 い言葉 に会場 の観
客、出場者 の方、正 面 の審査員 の皆 さん,前 で広い会場を精一杯お どりました。
エ ンデ ィ ングは人文字 の 「イ。セ」 です。 これは私達が練習 してい るなかで
、
みんなで苦労 して考 えた もので した。 リーダー の後 に全員 がついて踊 リリー ダ
ー が蛇行すれば皆 も蛇行 し最後 に人文字 の 「イ .セ 」が 出来上が りま した
。
踊 り終 わつた瞬間、一つの達成感が体中に広が りま した。今 までの苦 しさが こ
の瞬 間 よろこびにかわ ります。 出来ないこ とを一つ一つ練習 し、毎 日積み上げ
てい くたいへん さ、仲間 と共に過 ごす時間の楽 しさ、 よるこび達成感、すべて
を人生の糧 に し、 これか らも楽 しんでや ってい けた らと思 つています。
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協会 関係
全 国生涯学習 フェステパル に参加
市民芸能祭 に参加
いせ トピァ
同上 リハーサル いせ トピア
ク リスマスパーテ ィ いせ トピァ

(津 .四

日市)

県連 関係

H13年
H13年

12月 10日
公認指導者特別研修 会
津
2月 4日
全国 FD指 導者講習会紹介種 目伝達講習会
3月 10日 〜 11日 二重県公認 指導者研修会 伊勢

会合 同ク リスマスパー テ ィ
12月 23日 (視 ) 午後 7時 〜
いせ トピア

・
くわ しくは後 日、お しらせ します。

担当ポ ピー

鈴鹿

第 13回 全 国 ス ポ レク大会 に参カロして

西世古幸子

『 石川 でふれあ う元気 。 ゆめ.未 来』 のスローガ ンで、去 る 9月 30日 か ら4
日間、金沢 を中心に開催 された、約 50種 目 (ソ フ トボール .バ ドミン トン
もちろんフォー クダ ンス を含む)の レク リエー シ ョン としてのスポー ツの国体
￨12000』 に参加 させていただき毎 日感激 のしつ
とでもい える『 スポ レク石り
ばな しで した。 まず、総合開会式 の石川県民総 出の歓迎ア トラクションに 日本
の文化 の豊 かさを再認識 しま した。
フォー クダ ンス大会 の あい さつ では 日連 の卯月副会長 の『 フォー クダンスを
健康 づ くりに、楽 しみ づ くりに、仲 間 (地 域)づ くりに』 のあい さつ に、全 く
同感 とお もわず拍手 しま した。 2日 目は、い よい よメイ ンの競技会、 フォー ク
ダ ンスが競技 会形 式で参加 して 3回 日ですが、今年 も課題曲の中か ら抽せんで
チームや 曲が与えられ、午 前中に構成 し午後発表 とい う形 で した。 さすが、全
国の代表 どれ もすば らしい 出きば えで、大変 いい経験をさせていただきま した。
3日 目のフォー クダ ンス交流パ ‐テ ィでは、 ロシアのイル クー ツク市 の民族
舞踊団 の公演、 ミニ講習 な どもあ り、会場あふれんばか りの参カロ
者 で大盛況で
ll県 の 日頃 フォー クダ ンスのす ば らしい活動 を して見える
した。 なかでも石り
方 々の 日本民踊のデモ は圧巻で した。 パーテ ィで も日本民踊を世界 のフォー ク
ダ ンスの一つ として 自然 と組み入れてい る こ とに感 心 しま した。
II県 か ら二重県にひき渡 され幕を開 じたのです
4日 目の閉会式 で大会旗 が石り
が、来年 は私 も微力なが らみんな と一緒 にがんば らねばと思いま した。
.

雨もまた良し『 第二回ダンスカーニバル』
伊勢 レク協会担 当 堀尾由紀子
』天気予報通 り、 9日 は、体育 の 日なのに大雨.晴 れていた
『 10月 9日 。雨。
ら
『ダ
『 市民体育祭』で県営競技場周辺は、伊勢市民で大にぎわいのはず。でも
ンスカー三バル』 は、室内でするのだか ら雨でも OK。
3B、 フォー クダ ンス、 レクダンス、社交ダンスの 4つ の団体が、一年に一
度 この 日に集 う。それぞれ の活動を市民のみなさんに披露 し、ア ピール し、共
に楽 しんでもらう。 まさに、ダンスのカーニパル.
わが伊勢 フォー クダ ンスの『 カノン・ ワルツプ■』(南 ドイツ)は お捕いの コ
スチ ューム と機械 の様な正確 で美 しいマスゲー4的 動きで、観客 を魅了 した。
また、午後 の発表 曲『 アイスパ ァルス』 (オ ランダ)の ステップは 「や つばり
フォー クダンスやね」 の声をもらった。

̲ittf型 隻のコールタイム。4つ の団体の会員liゝセろん市塁」
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うなづ ける。
天気が悪 く出足を心配 していた当日であったが「去年 より観客も参加者 も、
多い。大好評」と伊勢 レク協会担当の方々の感想。雨のおかげで外のスポーツ
に参加する予定だった人が、体育館 に来て くれた ! 雨だか ら、蓮台寺柿が一
個か ら数値に増えた !雨 もまた良 し
来年 もまた、 この行事は催 される予定です。合同練習の一体感。発表時の緊
張感.演 技 した後 の満足感。いかがでしたか ?来 年も又、共有 しましょ うね。
して、ダンスの楽 しいひ とときを持ちま しょ ぅね。
:
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47周 年記念 の集 い

盛会社に終わる

研修部 野田冨美子
協会 も 47周 年 をむかえま した。 ひ と口に 47周 年 とい うのは簡 単です。
現在 では、サー クル は 13サ ー クル 、会員数 は 400名 近 くとな りま したが
大多数 の者 がその歴史を知 らない と思 い ます。
諸先輩方 のた ゆまない努力 があったか らこそ、今 の伊勢 フォー クダンス協会
が存在するのです。そ して今年 も去る 10月 19日 に 記念 の集 い"を もつ事
が 出来 ま した。今回は伊勢市教育委員会教育文化課河俣課長 のご臨席をいただ
き午前 10時 か ら午後 3時 30分 まで開催 い た しま した。
参加者は、 188名 内、男性 3名 女性 185名 です。
午前中は、各サー クルの発表 タイ ム。 どのサー クル も日頃の練習 の成果 を、
のび のび と踊 つてみせて下 さいま した。
特に初 めて体験 された シニアサー クルの皆 さんはい きいきと、とても楽 し
そ うで した。
午後一番 は鹿 鳴館ダ ンス。それぞれ ご自慢の衣装に身を包み、貴公子 、貴婦
人にな りきっての舞踏会。来年はもつ と多 くの方の参加が予想 されます。
つづいて 、皆 さんの大好 きな
みんなで踊 ろ うフォー クダンス タイ ム
初心者 も熟 練 ?の 人 も一堂に会 して、一重、二重、二重のサー クルで、手 と手
をとり、な ごやかに楽 しく踊る、 これ こそ フォー クダンス愛好者 の姿だ と嬉 し
く感 じま した。少 々せまい会場 で多人数での集 いで したので、それぞれが多 く
の方 と親 睦を深 めやす く、 よリー層友好が深まったのではないか と思います。
来年 もまた、 より楽 しい集 い がで きます よ うに ,・ ・・ 。

最後になり事したが、いろいるとご協力いただきました皆さん、ほんとうに

有難 うご ざい ま した。
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