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深き国へ発ちゆくバナ引幡'著 者、黄霊芝さんは「私 ●6年 螢 は日
台湾俳句歳時記
'秋
本語で妻を罵るが、動
妻 08」 颯り は台湾語でまくし立ててくる。すると戦後 うまれ
の娘が中国語で喧嘩両成敗に乗り出してくる。
」朝日諫
瑠:よ り抜吼 日本の植民地支配を受けた
家族の一こまです。今イスラェル政府は 1∞ キロ以上の知離壁を築いていま丸 私達は目の
前にある現実だけを全世界のように錯党することが往々にしてあります
和な国に畝
̀平
そして自分は不幸だ、しあわせだ、など判断 している。外国でギリギリの生活をしている人
がどれだけたくさんいることれ 「井の中の蛙大海をしらず」で九 いまあなたのこころのな
かに、なに力、 不満やもやもやをもつているのなら、書物、音楽、絵画等に関心を持つて下
さしヽ 違 う世界のあることに気がつき生き方がかわるでしょう。
日本人にありしは20年 臨

むは50年を越す 死ぬま爺 まむ 犯饉万里さん死去

「ほんの少 L」 の心遣いを
野田 冨美子

今朝も小鳥のにぎやかなおしゃべ りに目覚めた。カーテンを開けるとやわらかな白い光がいつぱし、
お天気は上々。今 日もいい 日になるかなれ
そ うそ う、幸運はその 日の朝、それを望んだ人のところへ 「ものは試し」とやって くるものだそ う
で九 あなたも今 日一 日のしあわせを念 じて下さいね。明るυ
瀬 で一 日を過ごしたいですものれ
最近、殺伐とした事件が多く心も暗くなりがちです。私たちの家庭生活においても、友人とのつき
あいの中でも、サークルの中でも、協会の中でも、些細なことで、何 となくしつくりいかないことが
あるかもしれません。
いつも一人ひとりが 「ほんの少しの・ 000」 を心がければ人間関係 うまくいくのではないでしょ
う力、 ほんのす こしでいいか ら相手の立場に立ってみる、助言する、手伝 う、遠慮する、がんばる、
等々 ほんの少しの心づかいが、大きなやさしさになり、みんなが豊かな気持になれるのではないで
しょう力、
小さな子供 と話をする時どうします力Ъ 腰をかがめて 目線を合わせますよねしそれはよく顔が見え
るように、そ してよく声が聴 こえるようにするためだと思います。そんなふ うに、ちょつとだけ、腰
めて相手の心に近づいてみません力、
を力勁ミ
もつともつと愉 しい仲間、もつともつと愉 しい協会になりますよう1砲

9月 28日 みえスポー ツフェステパル 2003(鈴 鹿)010月 4日 ダ ンスカー ニバル (サ
ンア リーナ サブ)10月 12日 国民文化祭 (山 形)10月 25日 鹿鳴館ダ ンス (大 山・ 明治
村)で それぞれ の行事 が催 され、元気に楽 しく参加 された方 々 より記事をいただきま した。
え ス ポー ツ フェス テ バ ル

2003に

参カロして

なで しこ
平 恒子
9月 28日 鈴鹿 で開かれたポー ツフェステバルにバス・車で 60余 名 の方達 と参加 させて
戴きま した。森 に作む青少年センター は広 く県内の FD、 レクダンスの人達 で大変な賑わ
いで した。 さあ―お どろう"で は皆 さん軽やかなステ ップで踊 り回 り、昼食 の後、伊勢
FDか ら香り￨￨ス ポ レクに参加 され る 6名 の方が発表曲を披露 されま した。
い よい よ、花 のサー クル発表です。日頃の練習成果 をもとに華麗 な力強 い 5輪 の花が咲
き誇 りま した。黒森林 の踊 りです。山形 の本番で上が らない様にとい うこ とで したが緊張
でガチガチで した。踊 り終えた時、よかつたよ・・・ と言 つて もらつてホ ッ ト致 しま した。
会長 さんはユニー クな表彰状を戴き、来年 も又、
会 いま しょ うを笑顔 で交わ し乍 ら、会
場 を後に致 しました。
すみれ K、 H
去 る 9月 28日 (日 )鈴鹿青少年センター にて今年もフォー クダンス、 レクダンス種 目大
会が盛大に行 われま した。 (ち なみに この 日は私 の何回 目?の 誕生 日でもあつたのです。)
今年 も又 日帰 りのバス旅行気分で参カロさせていただきました。例年にない気候 の異変 に
感知 したのか、車窓か ら見る畦道には彼岸花が出遅れなが らも咲き誇 つてい るのを見て、
何処 となく健気で感動を覚えました。又車中では人それぞれにお喋 りに花が咲き、あつ と
い う間に鈴鹿に着きました。
さて、い よい よ熱気 に充ちた、大会 の始 ま りです。午前中は第 1部 か ら第 3部 迄色 々な
曲の踊 りを指導 してもらいなが ら、楽 しみま した。昼食 は館内の食堂でバイキング・・天
気が良かったのでお庭 でお弁 当の人 もお りました。午後 か らは 4部 か ら 6部 と構成 されて
いま した。 中で も第 16回 全国スポ レク祭 の出場選手壮行式及び発表曲の一部を拝見す る
事が出来普段中々、見 られない代表選手な らではの、踊 りと衣装で、日頃の努力 の成果 が
表れていま した。本番 で もきつ と活躍 して くれる事 と確信 してお ります。
又、
伊勢民舞研 ど有志 の方 々の黒森林 の踊 りは、民族衣装はもちろん、鈴 の音 とテ ンポ
の良い踊 りを披露 して もらい、素晴 らしか つたです。南勢 レクダンスの 芭蕉布"も 大変
美 しかったので、これだけで も大会に参加 した価値は、あったと思いま した。い よい よ伊
勢 FD協 会 の発表 タイ ムです。夜間何度か総合練習 した、花 のサー クル の出番 です。 これ
も皆様 自信満 々で堂々 と踊 りま した。スカー トの色分けで花び らを作 り、上か ら見たら素
晴 らしかったに違 いあ りません。
「論 より証拠」来年 は皆様 も自分 の 日と体で体験 して是非参加 して見て下さい。最後 に
こ うして楽 しい、思 いをさせて頂 いた陰には、沢山の関係者 の方 々の御努力 と御協力が、
あつてこそ とほんと うに感謝 の気持ちでいっぱいです。
来年又会 いましょう。 FDレ クの輪 以上 の言葉を後に し、又、
私 もいつ までも元気 に
頑張ろ うと心に誓 つた 1日 でした。

ンスカ ー ニバ ル に参カロし

コスモス 倉井 玲子
青空 の広がる秋 の 1日 、今年 は フォークダンス協会 で揃 えた 自の服装 で参カロしました。
清楚 で華や かで各種団体参カロの中、明る く輝 いて見 えました。フォークダンスは午前中に
メイプル リーフジグを踊 りま した。これは服装が揃 うといっそ う動 きの整然 さが強調 され
美 しい と思いま した。昼休み後 の黒森林 はとてもすてきで した。
芸能祭で も思 うのですが年 々 ダンスそ の ものの良さや楽 しさがよく表現 され て きてい
て見ていてすば らしいです。お昼 からもフォー クダンス 0社 交ダ ンス等みんなで楽 しく踊
りす ぐ時間が過ぎてい きま した。最後 の方 の 「花 のサー クル」を見ていて くれた レクダン
スの人が 「とてもきれ いだ つた よ」と言 つて くれたのは、踊 りはもとよりのこと服装 の美
しさがそれ以上だ ったのか もしれません。スカー トの 自の基調 を大切 に して元気 に軽や か
に踊 り続け られるように、 また フォー クダンスの輪を大事にしたい とお もいます。
形 国民 文化祭 に参加 し

ヽ

し

し

明倫ひまわり 松本 範子
へ
ハ
一
い
10月 11日 秋晴れの伊勢 を出発、 路山形 、着 てす ぐリ ーサル、他県の方達の リ
ハーサル を見てまずたまげました。
皆 さん超指 導者級 の方 々の踊 りで私 こん な所 へ来 てよかったのだろ うか ?と 自責 の念
にとらわれま したがここ迄来た以上みなさんの足 をひ つぱることだけは しない よ うに と
心構 えま した。
その 日の夜 の前夜祭、交流パーテ ィでは心のこもつた土地の匂 いのす る心温 かい料理を
沢山出 して頂き、その間 土地の民謡花笠音頭そ して太鼓演奏 と時間は瞬く間に過ぎ宿泊
のホテルでは 自慢 の石風 呂がこれ又変わ つていて一畳大 のご ざをくるくる と巻 いたもの
と浴衣 と水 を手渡 され、まるで時代劇 に出てくる夜鷹 の よ うな姿で面 白かつたです。
次 の 日「本番」 いろいろな コスチ ュームの全国約 700余 名 の参加者 による入場開会丸
私達の出番は午前 の最後 の方で私な りに間違 わずに出来たと自己満足。それ して も二重 で
はみ られない観客の方々の多か つたこと。そ して温かい拍手を頂 いたこと、もし将来二重
でお客様 を迎えることがあれば心 しておかねばと感 じま した。小 さい子供達か ら年配 の人
達 まで巻 き込んだ楽 しい大会 で した。 13日 は雨でチ ョッピリ残念 で したが、36名 が一緒
に二 日間を無事 に過 ごせたのは意義深 いことです。
最後 にな りま したがこの約 一年間、寒 い 日、暑い夜、私 の ような少 しアルツハイマー ??
がかかつた ものを よく御指導下 さつた指導者 の方 々、仲良くして下 さつた皆様 あ りがとう
ございま した。
聞 くところによります と大変以前から村井正治様 、西世古幸子様 のお骨折 りがあつて山
形行きが実現できた とのこと深 く感謝致 します。これか らも各サー クル の方 々仲良 くして
下 さいね。 もう一度あ りが とう。
皆様、あ りがとう
たんぽぽ 掛橋 裕子
へ
「
修学旅行 の様な賑やか さの つば さ」から、さくらんぼ東根駅 降 り立つ と、ひんや り
澄 んだ空気 の中、紅葉 と温かなお国訛 りに迎 えられました。幼少 のころ三年位、山形市 に
住 んでいましたので、何 か懐 か しい故郷を感 じま した。
市を揚げての歓迎 の交流前夜祭 は鳥取、岐阜 と私たちを除き、東京以北の人 で したが、
鳥取は元気一杯、来年 の招聘 をアピール してい られま した。フェステ ィバル 当 日は地元 の
小学生二百名 が前 と背が色替わ りの美 しいケープを翻 しての一生懸命 のダンスは、可愛 く

てよく頑張 つたね と拍手を一杯送 りま した。二十七団体、約九百名 の踊 りはお上手で、衣
装 とよくマ ッチ して、す ば らしい発表 で した。遠出 して貴重な機会を与えられた事に感謝
いた します。
プ ログラムなど入 つた封筒 の中に、小学校 のダンス児童 の手紙が入 つていま した。心込
めて書かれた東根 の紹介や歓 迎 の肉筆 の言 の葉 と絵は語 りかけ、じ―ん と来て御礼 の手紙
を認めま した。
果樹 王国の りんご、ぶ どう、ラ・フ ランス と芋煮 も美味 しくて、沢山、ご馳走 さまにな
きみた旅で した。
りま した。素朴 なや さしい笑顔 で来客を持成す心遣 いが身にシ
遅ればせ乍 ら、先生方、長 い間、御指導、御尽力、御世話 くださいま して、厚 く御礼を
申し上げます。お疲れ様 でございま した。

卵

晟

すず らん 梅本 幸枝
明治村 で鹿鳴館 の 曲を踊るとい うのはどんなものなのか一度、経験 してもいいかなあと
い う思いに駆 られて参カロ申 し込みをしたものの、踊 りに自信があるわけではなく一抹 の不
安を抱 えたまま、10月 25日 当日を迎 えました。家を出る時は曇 り空、7時 30分 船江で総
勢 46人 が揃 い、歌 あリマ ジ ックありの楽 しくにぎや かなバ スツアーのは じま りです。
3時 間ほ どで明治村に到着、天気 も私たちを歓迎 してくれてい るとように爽やかな秋晴れ
にな り、食事 までの 自由時間、 1時 間村内を見学、宇治山田郵便局 も見ようと言 つてお り
ましたがタイ ムオーバ残念 !12時 過ぎに二重県庁合 に入 り、着替 えです。ちなみに この建
物は明治 12年 創 立、鹿鳴館 の雰囲気を感 じました。
午後 1時 、い よいよ 2階 の 「彩 の間Jで パーテ ィの始ま りです。庁舎見学の人達 も立ち
止まって見ていかれるのでちょつ と緊張 しましたが、皆 さんが床 が大丈夫か と心配す るほ
ど元気 よく、いい笑顔 でたつぶ り2時 間晴れやかな衣装 を身 に纏 い踊 りを堪能 しました。
文化・ レク部実行委員 の方 々、大変お疲れ のなか帰 りの車内で もビンゴゲーム・ジャン
ケ ングーム等 いろい ろお気遣いいただ き、楽 しく思い出多い 1日 を過 ごさせていただきま
したこと深 く感謝いた します。 あ りが とうございま した。

︶

治村バ スツアー に参加 し

´

アマ リリス 大森 勝子
10月 11日 、8時 13分 、宇治 山田駅発、近鉄特急に乗 り、西世古幸子会長他 35名 、山
形県東根市で行われ るフォー クダンスフェステバルに出発。12日 よく整備 された東根市民
体育館。一堂に会 して ミーテ ィング。細部 に亘 つて注意 があつた。服装を整 えス タンバイ。
黒森林が始まつた。「ハイヤー」の掛声が皆 の 日か ら逆る。拍手が湧 いた。次は・・・
13の 星が云々。私達 の会歌・ 0・ 。され いな二つの輪が 出来た。変化 してア コヤ員にな
つた。そ して総てが終わつた。前 に倍 しての拍手が会場イ ッパイ広がった。地元の小学生
をは じめ全国 18団 体 が参加 し、美 しい衣装で洗練 された身 のこな しで踊 る人 々 の様子
は、 この上 もなく素晴 らしい もので した。又当地での芋煮、蕎麦、葡萄、林檎 もとて も美
味か つた。最後 にお荷物でもあつたろ う私共を心よく受け入れ、御指導下 さつた方 々、本
当に有難 うございました。

家田 奈於子
秋風 さわやか

白い絹雲

明治 ロマ ンの 香 も高 く
歴史を辿 る 明治 の村で
紳 士 淑女 の 舞踏会
フルツの調 べ ゆるやかに
優雅 にお どる 鹿鳴館 (ダ ンス)
たの しい仲間 伊勢 フォー クダンス

K,T

し

10月 25日 秋晴れ の 下、 50周 年記念 の一 環 として 、「明治村 で鹿 鳴館 ダ ンス を踊 ろ う」
文化 、 レク部 の行 事 に 、参カロしま した。
協会顧 間 の村井 正 治 さん も参加 して い ただ き、総 勢 で 46名 、大 きなバ ック を抱 えて の
出発 とな りま した。大 山へ は予定 よ リー時 間早 く到 着 し村 内 を見 て廻 りま した。踊 る場所
は 、 旧二 重県庁舎 です 。真 中 にバ ル コニー が あ り、ベ ラ ン ダの築 い た 、 コの字型 の ロマ ン
チ ックな建物 です。 正 面右 手 三 階 の 40坪 程 の部屋 で 、現役 の 頃 には租税 、地理課 だ つ た
そ うです。
衣装に着替 えた紳 士、淑女が集 ま り、まずは こ うもりのカ ドリーヌか ら、少 々気取 つ
て踊 りま した。そ の外、五曲程を繰 り返 しにこやかに、軽やかなステ ップで、心ゆくまで
楽 しみま した。村 に来 ていたお客 さん達も入れ替わ り興味深げに見てもらえたので、少 し
いい気分にな りま した。帰 りのバ スの 中で、誰か ヾ言いました。「癖にな りそ う」 って。

Xマ スパーテ ィだより 第 2弾
担当 カ トレア
パーテ ィ参加者・・ ・ 10月 31日 現在 232名 (鳥 羽 FD協 会 10名 含)
参カロ
者 (出 ・ 欠)あ りま した ら今月中に、会長 赤松まで Ъ &FAX 23‑5185
フ リー タイ ム O o・ 曲決まる
予定時 間

・ ザ ソー ラン
・ねぶた節
◎ さあさ みんなで どっこい しょ

フ リー

◎ ソー ラ ン節
◎ よさこい節

民
し

由目

フ リー A
ソー ラン・ 輪 舞
フ リー B
男女 カ ップル

c

踊

フ リー D・ E
スクエアダンス&
ラウン ドダンス
フ リー FOG
カ ップル ダンス&
チ ェー ンダンス

◎ カン トリーダンス
マネー マネー マネー

10:55〜
11:05
11:35〜
11:45
13:00〜
13:10
13:40〜

・ 月が とつて も青いか ら ・ 鉄腕ア トム
・ ドリー ミン チ ャ ・ ミール ンバ Ⅱ
Oフ ァングル ド 0タ ンゴ
14:00
・ 羊飼 いのマズルカ ・ チ ロルのレン トラー 14:40〜
・エンカンタダ・ タンゴ
・ ラ・ ハシール ・ ヴラシュコ・ホ ロ
15:00
◎イバニーチェ
※踊るもよし ,見 るもよし・ 休けい よし です、◎印は指導 があ ります。
オー クシ ョン・・・ 協力 を
スカー ト・ ブラ ウス・ベ ス トなど、そろそろ用意 して下さい。
くわ しくは 「おねがいチラシ」を作 ります のでど うぞよろしく。
みなさん といい思い出をイ ッパイ作 りましょう 。・ 。 たの しみ !た の しみ
!

!

同好会 の 日程等
名

称

練 習場所

練習 日時
月

宮山あ じさい
アイ ビー
チ ェンダンス
(シ ングル)
同好会
ル ピナス
ラウン ド
ダンス同好会

宮山小学校
体育館
いせ トピア
リハ ー サル 室

1/9昼 1/29昼
昼 1:30〜 3:30
夜 7:30〜 9130
月 2回 昼 と夜
昼 13:30〜 15:30

いせ トピア
ホール

夜 19:ooハ V21:00
12ノ 4昼 10夜

古市資料館
舞い
ン
ロ
輪 ＜

いせ トピア
リハ ー サル 室
浜 郷 支 所

ク ローバー いせ
ス クエ ア
ダ ンス 同好会

7夜
第

いせ トピア
リハ ー サ ル 室

労働福社 会館

2回 土曜 日

12/6 12/20
1/17 1/24
19130〜
21:30
夜
2回
月
12/5昼 12/16昼

1ノ

カ ップルで
フォー クダンス
(男 女)

連絡先曽

夜

嘉子

25・ 7151

野 田冨美子
36・

5192

碓井

洋子

25‐ 5573

22昼

3土 曜 日

19:30〜 21:30
12/20
1/24
12/2

永井

12/9 昼

12/6い せ トピア
19:30‑21:00

12/12浜 郷 19:30〜 21:00
12/15浜 郷 13:00〜 16:00
12/7 13時 〜 15時
労福 3F
12/21 10時 ‑15時
労福 2F

村井

和子

24・ 5500

碓井
25‐

洋子

5573

森本
25‐

絹

0584

竹 内千恵子
24・

0634

西村 美 代 子
23‐ 1683

ビギナ ー 終 了 パ ー テ ィ

民踊 の部
あ ゆ み

労働福社会館 3F

12/8

12/15

1/19

10時 〜 12時

上村

敏子

22‐ 0951

編集後記 多彩な行事へ の参カロ
記事 が紙面 の殆 どを占めま したので、他 の記事 の掲載 が出来
なくな りま した。(ス ポ レク香川 に参加 した原 さんの原稿 は次号掲載。ゴメンネ。)ま た字数
も多 く読みづ らい感 じにな りましたが悪 しか らず ご了承下 さい。
これか らまだ芸能祭・ クリスマス パーテ ィヘ の参加があります。実 り多いおおきな輪
50周 年記念行事 の年 の締めくくりを笑顔で過 ごし、新 しい年を夢 いつぱいで迎えま しょ う。

