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平成十四年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

会員の皆様はじめご家族おそろいで、お健やかに新春をお迎えの事と存じます。昨年は色んな行事に

参加できずに申し訳ありません。ご心配をお掛けしておりますが元気にやつております。轟析はあまり聞

かなくなつたように思いますが、一富士、二鷹、三茄子。と良く言いましたが初夢はご覧になりましたか?

私の初夢は変ですが、今まで感じた事も見た事もない手の先で見る遠くの糸のような光でした。今年はど

うなりますかな。 さて、協会も皆様のご協力で今年49年目を迎えます。来年50周年になりますので記

念行事担当の委員の方には検討して頂いている所でございますが、50年の間には色んな事が会つたわ

けですが、特にここ最近の社会情勢には目を見張る物があります。暗い話しが多いわけですが、その中

でも私たちの様に踊りを通じて世界の文化に触れる事の出来る事に感謝したいと思います。その為には

まず心身ともに健康でなければなりません。踊りを通じて何時ま

“

楽い たいと思います。それには踊

りの技術の追求も大事ですが、ス の人と末永く笑いながら楽しめる事の方がもつと大切だと思います。

今年、小泉総理が伊勢神宮を参拝されたその日に挨拶された中でこの経済の大変な時に文化庁長官を

民間人で、京都の河合隼雄氏にお願いしたと有りました。遠山敦子文部科学大臣も、「文化、スポーツの

振興I未来への先行投資〕と位置付け、施策の一層の充実を図り。国民の大きな期待に応える」と言つて

ます。国も今までのやり方でなく、文化面でも大きく変わろうとしてます。私違が生涯にわたり生きがいを

もつて活躍する事の難 る社会にしたいものです。少し話が大きいですが私達掘 りたいと思います。

背伸びする必要はないですが、腱 んのお力で発展して術きたいと思いますので御協力をよろしくお願
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2002年壬年の新着を清々し慨 られました会員の整 ん方にお慶びを申し上lftす。

毎年のことながら新年には「今年こそJと,瀧 新たにされていることでしよう。

激動の二十世紀から新しい二十一世紀は文化の時代と幕が明けられましたのに昨年

は、心の痛むような大きな事件が(凄惨な)織唐ましたが、心の中はいつも思いやりと、平和

への願いをれ て生きたく思います、が如何でしょうか。愛子内親工にあやかりまして

“人を愛し、愛され、人を敬い、敬われる"(孟子)を蟄ントーに・じ口"

平成十四年 年頭のご挨拶

伊勢フォークダンス協会長 村井正治



いします。最後になりましたがサークルの役員さんはじめ理事の皆様には、会運営のため大変ご苦労を

お掛けしている事厚くお礼申し上げます。また会員皆様のご健康とご多幸をお祈りしてご挨拶とさせて頂

きます。

常 任 理事会 報 告 第7回   12月 3日 午前 事務局にて

◎クリスマスパー について   担当サークル はまなす中村会長より報告

◎オンドラーシュ民族音楽舞踊団公演 景品用絵ハガキ…。・2枚1組 200円 12/10出来上がり
12/10の実行委員会にてくわしく話し舗 。

◎ 広報部よリ  ロン躍 当者を再度募集する。

◎ 普及部より 【学校へ集まろう】結果報告

普及活動として1～2月頃上野地区にての講習会を計画中。

◎ 研修部より 研修都会報告 ハンドhハンド 3/17(日 )出演サークル・口・・口あさがお

はまなす 15分以内 12/12までに 曲目提出

講習会について

企画中のラウンド講習会については時間をかけて討議した結果、再度研修部で

練り直す事になつた。

◎ スポレク祭上野ゆめドーム術害パスの会計報告。不足金2610円はスポレク準備金より補填した。

常任理事会報告  第8回   1.14午 前 事務局にて

☆50周年記念協会のうた<花のサークル>作曲について

協会会員と一般に公募する。先各サークルで公募 締切2/28譜面哺籠開=・プを事務局まで。

選考委員は作詞者・50周年記念協会の歌担当者口希望者(理事、指導者は電 るだけ参加する)

★50周年記念行事日程案・・・暉H15/10/18(土)19(日 )

☆ オンドラーシュ民族音楽舞踊団による講習会 締切1/31代釦 000円を添えて 野田さんまで

チケット販売状況 (会員数は10月現在数)

☆
ぷ電発ふ謂輩堀驚説櫨雪l露難堆斯塊設。′♂

/

☆ 普及部 カップルでフオークダンス 1/26(土)2/23(土)チラシ参照

普及部講習会 2/26(火)午後7:30～9:00沼木地区コミュニシ ーセンタ…

☆ 研修部 ロンド研修椰だより参照。

☆ 広報部 新入部員報告 4ヽ日 ふみ(たんぼぼ)松本 範子(ひまわり)さんです。よろしく。

☆ 平成13年度総会 3/24(午後)市立図書館視聴覚室にて 詳細後日

※ 各サークル、各部の次年度の役員報告 2/28まで

※ 本部、各部の会計報告……・・………・…2/28まで

サークル名 販売数 会員数 サークル名 販売数 会員数 サークル名 販売数 会員数

コスモス 14 32 はまなす 22 26 アマリリス 14 31

ひまわり 33 71ヽ2 38 すずらん 26 39 7-t'p・/ト 26 39

なでしこ 14 26 カトレア 14 44 あさ力くお 571ヽ 1 9rlヽ 14

ポピー 50 30 すみれ 6 42 他団体 31

民舞研 3 5 たんぼぼ 25 43 合 計 283+小 3



各常任理事に新年の抱負“回顧口雑感等の掲載記事をお願いしましたところ、下記の文をお寄

せいただきました。
西世古幸子

おめでとうございます。会員の皆さま健やかによいお年をおむかえのことと思います。

昨年はおおぜいのリーダーのもとに市民芸能祭はじめ多方面に、幅広く奥深くの活動を次から

次とそして立派にこなせたことは本当によかつた思います。まずみんなでこの着実な発展をしつ

かり喜び合いたいと思います。

人生80余年、身体的に・精神的に'社会的に健康でいきがいをもつて生きるのには'・・"「ス

ポーツ」「芸術J「レクリエーシヨンJの 3つの分野にまたがるグループ活動であるフォークダンス

の果たす役割は大きいと私は身を持つてず一つと確信しています。

人間は個人個人全部異なつた可能性をもつており、この偉大な可能性をうまく融合させ、ますま

す伊勢フォークダンス協会が発展することを念じてやみません。来年は50周年です。本年はそ

の準備に会員の皆さんの創意工夫のもとまとめ役として微力ですが全力でぶつかつていきたいと

考えています。本年も昨年同様どうぞよろしくお願いいたします。

つれづれなるままに 野田冨美子

風のように一日が過ぎ、一週間が過ぎ、一ケ月が過ぎ、そして一年があつという間に過ぎてゆ

く。年を重ねる毎に、時の経つのが速くなつていくように思えてならない。これは私だけが感じる事

なのだろうか。

昨年はいろんなことがあり、試練の年だつたような気がする。今年はどんな年になるのだろう。

新しい年を迎えるとき、今年こそはと願うのは人の世の常。実際私もそう思つている。この一年を

どう過ごしてゆこうか、具体的な計画は立てられない。が好奇心だけは失わず、いつも何かを求

め、探求心を持ち続けたい。そしてそのとき、そのときを大切にし、充実した日々を送りたいと思つ

ている。笑つて過ごせたらいいな。

小さいころから踊ることの好きだつた私は、これからもフォークダンスと一緒に歩いていくだろう。

今年はどんな出会があるだろうか。

2001年研修部の行事を振り返つて 堀尾由紀子

4月 の「48周年記念 FDの集いJは、企画して一ケ月後に本番を迎える日程で、しかも、私の

初仕事だつたこともありずいぶん戸惑いました。(お昼を挟むから弁当の手配が必要なこと。5時

間と言う長時間を会員さんが、飽きずに楽しんでもらえる進行が必要なこと。など……)そして、

反省として●124名 の参加者で盛大に行われたけど、会場が狭かつた。参加者がもつと増えたら

会場を見つけるのが難しくなるだろう。●開催日は、ウィークデーばかりだけど、土・日の方が良

いと思つている人もいるだろう。以上の2点が、問題として残りました。

7月には、協会会員対象の「巡回・サマー伝達講習会」が行われました。レクダンスとフオークダ

ンス合わせて5曲。「楽しかつた。「例会でまた、踊りたいわJの声の通り講習会後、ほとんどの曲

が例会で踊り続けられた二とを知り、嬉しく思いました。

「芸能祭」は、毎年11月 に、開催されますが、伊勢市の会議は5月 から始まるので実質6ケ月

の準備期間を要しました。実行委員の人は、5国会議を持ちましたし、その他にも準備物を作る

のに、それぞれの係りが、時間を費やしてがんばってくれました。当日もそれぞれの担務表に従



つて仕事をしていたので、「まともにダンスを見ることができなかった。」と言えます。でも「会員さ

んの満足な顔を見て、嬉しかつた」が、実行委員の本音です。今年は伊勢FD協会の発表を前半

と後半に分けたこと。合同プログラムに4団体が出演したこと。リハーサル室を、練習や準備に使

つたこと。等来年も話題にしてもらいたいと思います。

1月 。新しい年がきます。オンドラーシュ公演に向け、協会会員が一丸となり、取り組む期間で

す。2月協会会員対象の「全国伝達講習会J開催。3月「ハンドinハンド発表会」

碓井 洋子

あけまして、おめでとうございます。

昨年は、ジュニアスクール、カップルでフオークダンス、又「学校へ集まろう」等、会員様のご協

力のもと普及活動を無事にこなす事ができました。さらにジュニアスクールは巣立ちし、「あさが

お」として花開きました。そして「カップルでフォークダンスJも参加者からのお声があり、今年度か

らは毎月一回定例的に(第二土曜日但し、都合により変更有り)普及講習会を開催する運びとな

りました。

これからも協会50周年にむけて、フォークダンスの楽しさを多くの方々に知ってもらう為、普及

活動を幅広くすすめて行きたいと思いますので、暖かく見守つて頂き、又今年もご協力の程よろし

くお願い致します。

竹内千恵子

文化レクリェーション部として、H14年まずは2月 16日の「チェコ来伊勢」にむけて活動したいと

思つています。

行事におわれず中味を濃くが目標です。気持は、言葉や行動に表してこそ相手に伝わる。この

1年も、感謝の思いを、言葉に込め、触れ合いの輪を広げようと思つています。

雑   感 国府千嘉子

何もかもが、溢れているこの日本。メデアも物質も、外国から輸入されるカラフルな草花。サイ

ズの大きい野菜。安くて洗濯機 OKの気取りのない中国製衣料。衣料のユニクロが食品も販売

するそうだ。万国共通のコンビニ食品。純粋の日本製品はどこにあるのだろう。季節感がなくなり

すべてにしまりがなくなつた。嘆くのを止めた。世界が共通になるのだ。ユーロー通貨でヨーロッ

パが統合され今後どのように発展していくのだろうか。$より価値が出るかも知れない。100年

先いや10年先も予測がつかない。どのように変化していくのだろう。取り残されるか、流れにのつ

ていくか。考えようによっては面白い時代に生きている私達。しかし、新製品を覚えなければ、使

いこなさないと不安感が先立つ。菫で一つメガネをかけ直しボケ防止に頑張るか。などお餅をた

べながら考えている私でした。ロンドも資源ゴミの1部として、情報用に読んだあとは再生紙の分

類に出して下さいね。どんな世の中に変化しても、柔軟な脳の動きと健康は大切。それに役立つ

フォークダンスを一生懸命に踊りましょう。

さ
X"



大ダンスパーテイを!: 50周年配念行事実行委員会

ダンスパーテイ部門 野田

みなさま、あけましておめでとうございます。踊り初めはいかがでしたか?今年も楽しい日々を

送れそうですね。

来る2003年はわが協会も50周年を迎えます。一口に50周年と申しますが、長い長い道のり

です。50年前から今日に至るまでにはいろいろな困難もあつたことと思います。諸先輩方のご努

力とご指導のおかげで協会も発展して参りました。その記念すべき年の記念行事を企画実行し

ようと昨年3月 に実行委員会が発足致しました。その中の一つにダンスパーテイ部門がありま

す。どんなパーテイにすればいいのか、いろいろ思案しています。みんなが楽しめ、そして心に残

る素敵なパーテイを 1:と思つています。準備期間は2年足らずです。まずは練習から始めましよ

う。専門部をつくり練習会を開くことになりました。初めは主にフリータイム曲を中心におこないた

いと思います。現在考えているダンスと担当者は次の通りです。

魅惑のカップルダンスと民踊……・・西世古 永井 上村

スコティッシユとラウンドダンス……・碓井 西村

チェーンダンスとメキシヨ・・………3野田 森本

この他にご要望やご意見がありましたらいつでもご連絡下さい。(L36-5192野 田まで)

場所と日時は決まり次第ご連絡いたします。好きなダンスを回を重ねてじつくり練習しませんか。

そしてみんなで素散な大ダンスパーテイを成功させましよう。

合同クリスマス会のお礼

はまなす会長 中村伸子

月日の立つのは早いもので、師走に入り何かと行事が多く、心せわしい月でありますが、恒例

の合同クリスマス会の当番に当たり、あれこれ考えましたが、今年は今の社会の不景気風を吹き

飛ばしたく平安閣のマリベールにて催すことにいたしました。

各サークルの皆さんにお誘いしましたところ、152名もの参加があり、それぞれすばらしくドレ

スアップされて華やいだ雰囲気の中で楽しいパーテイに盛り上げていただき有りがとうございまし

た。無事に務めを果たす事が出来ましたのも皆さんのご協力のおかげとはまなす会員一同感謝

しています。終わりになりましたが会員のみんさんのご健康を祈念し、各サークルと協会のます

ますの発展を願います。今年もありがとうございました。よいお年をお迎え下さい。

“そ―らん 輪舞"より

ょさこぃ そ―らん 講習会のお麟い

H14.1.28(金)PM 7:30～
ぃせトピア 文化交流室(3F)  会 費  500円
申し込み じめきり1/21  森本 絹 25-0584

竹内千恵子 24-0634



研修都だより

★ 全国伝達講習会～伊勢フォークダンス協会～

(2月 10日から2月 24日に変更)

◇日時 平成14年 2月 24日 (日 )13100～ 16:00

◇場所 サンライフ伊勢

◇会費 500円 (当 日は800円 )

◇申し込み締め切り  2月 17日 (日 )

会費と名簿を添えて、コスモスの上村さんまで。

★ ハンドinハンド

◇日時 平成14年 3月 31日 (日 )11:30～ 16100

◇場所 伊勢トピア多目的ホール

◇ 出演サークル(15分以内)はまなすとあさがおに決定

★ 第5回芸能祭実行委員会 (最終回)

◇日時 平成13年 12月 12日 (水 )19:30～ 21130

◇場所 伊勢トピア 3F研修室

◇内容 反省会(詳細は、各サークルの会長あてプリントを参照下さい。)

<お知らせ>全 国FD指導者伝達講習会～県支部～

平成14年 2月 10日 (日 )Jヽ俣総合体育館
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皆さまの意見自体験機募集

この度ロンド編集部は、皆さまの意見や体験談を募集いたしますも今まではもつぱら伊勢フォー

クダンス協会の情報誌的役割を果たしていましたが、会員数の増加に伴い色々な意見を聞かせ

ていただきたいと思います。さらに発展していくためには、体質改善・苦情等思うところを忌憚なく

文にしてください。そんな難しいこと私は苦手と言われる方は、フォークダンスを初めて夢中になり

足・腰などを痛めた、それをいかに克服したか、また明るい派手な服を着こなすようになり性格が

かわり喜んでいる、友人が増し交際範囲が広がり、知識欲が旺盛になつたなど、いやいやプラス

ばかりでなくマイナス面もあるよ、外出時間が増し夫婦間の危機が訪れたなど、それをいかに解

決したかなど、共感を得られるような話題を歓迎いたします。400字以内の文にして下さい。沢山

の応募がありますよう願つています。特に締切日はありません。

広報部員募集

ロンドに清新な空気を入れるため新人部員を募集してい

ます。パソコン技術に優れた方、イラストがすらすらと書ける

方、編集技能に関心のある人 書くことが好きな人などを特

に歓迎いたします。新年度より活躍して欲しいので、早く申し

出てください。あなたの出現を待つています。

ロンド編集部


