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各地で夏祭 り便 りが聞かれる頃となつてきました。 フォークダンス協会では秋に開かれ
るダンスフエステ ィバル 、芸能祭等の行事に向けての練習がサークルや同好会等で始まり
ま した。暑い夏を乗 り切つて秋には フォークダンスの花を咲かせましょ
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未明 まで降 り続 い て い た 雨 も上 が り、絶好 のお天 気 とはいかぬ ものの

恵まれま した。

あまあの 日和に
‐
「

訪れた東青山四季 の さと,ま さしく五月 の新緑、前方の小高い山には風車が数基 立ち並
び、その風車 と空以外はみ どリー色で した。広い芝生には大勢 の子 ども達が先生を中心に
円陣を作 つていま した。我 々、F・

D協 会 も足元 のよい場所を選びデ ッキの設定を始めま し

た。
やがて爽やかな風 に乗せてマイ ムマイ ムの曲が昼食 をしていた参加者 の ところに運ばれ、
もう昼食 どころではあ りませ ん。数分 もたたぬ うちにサー クルが出来上が りま した。青い
山脈、ホ ッ トタイ ム ミキサー、 コロブチカ等 々を踊 ること数十分いい汗を流 し休憩 タイ ム
です。 の どを潤 し,お やつ をいただ くの もそ こそ こに もう踊 りだ した人 、桜 の本陰で足を
休 めてい る方、午後の時間がゆつた りと過ぎていきま した。
ン

通 りかかった名古屋か らい らしたハイカー さんたちが,足 を止められ「フォー クダンスで

・
１
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すか !Jと 、 目を細め一瞬,遠 い音のこ とを思 い出す よ うな感 じで呟かれたので、「ご一緒
にいかがですか ?Jと 、お さそい した ら、恥ずか しそ うに「いや,い いです よJと 言つてダ ン
ス を眺めなが ら立ち去 っていかれま した。
サー クルの方に 目をやると、先 ほどよ り外で踊 りを見ながらステ ップ を踏み真似を して
いた小学生達が数人手を取 って輸 の中に入 り楽 しそ うに踊 つていま した。数曲終わつた と
ころで子 どもさんたちのお帰 りの時間にな り,名 残借 しそ うに立ち去 っていきました。
サー クルで も仕上 が りの曲を踊 り,四 季 の さとでの レクリエーションタイムもお開きに
な りま した。お疲れ様で した。
☆夕夢カ ンタノユ ーショ均 協筆鰯 F秋 着 ιおか 薔ウォ ーヵ
大湊 しおかぜ ウオー クに参加 して
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天候がはっき りしない朝,ウ オー クラリー決行 の連絡 を聞 き、昨夜 より準備 の水筒,お 弁

当,お わん等を入れた リュ ックサ ックを背中に子供時代の遠足を思 い出 し,集 合 の強カ マ
リンビレッジに出かけま した。
会場には,か わいいボーイ スカ ウ ト,ガ ールスカ ウトのお子 さんや親子連れ ,沢 山のお
友達同士がにぎあっていま した。協会 ス ッタフの人たちの暖 かい歓迎 をうけ,注 意事項な
どの説明を聞き,各 チーム毎に決まった コース図を手にいよいよ出発。
普段はなにげなく通 つてい る街中,昔 の人 の生活の匂いや歴史が何 か伝わ つて くる気が
しま した。名所旧跡 の 8ポ イ ン ト毎に探索完了のスタンプを押 して頂 くときスタッフの皆
様 の,「 お疲れ様 ,次 のポイ ン トまで頑張つて。」の一声でチームの 1人 ひ とりの笑顔 がま
た格別。次の名所旧跡に向かい歩 き出 した。
チーム 5人 楽 しくのんび り名所旧跡 を探索 し目標 の 8箇 所を完了 し,身 体も心もソフ レ
ッシュ,友 達同士の親睦 もいつそ う深ま り,終 点鷲ケ浜海岸で の大勢 のスタッフの方 々の
手作 りのお い しい豚汁をいただき弁 当を食 べ、汗ばんだ身体に潮風 があた り充実 した一 日
を過 ご させて いただきま した。
計画実行 して 下 さつた ス タ ップの皆様本 当にあ りが と うございま した。
『じや こつぺ踊 リパ レー ドJに参加 して

6月 5日 輸舞(ロ

家田 奈於子
ン Dの みな さん と浜島町の祭 り「じゃ こっぺ踊 リパ レー ドJに 参加 させ

ていただきました。
バ スの中で,竹 内千恵子 さんか ら<自 分 が伊勢えび と思 つて踊つて ください >と 創作者
の指導ポイ ン トや踊 りの振 り付 けについての コピー をいただ きま した。私は全 く踊れませ
んで したので不安で したが、何 とか理解 してあとはぶっつ け本番

!

伊勢 のフォー クダ ンスのチームが初参加 とい うことで、 どこかの放送局が取材 に見えま
した。皆は一瞬た じろぎま したが,さ す がは竹内 さんイ ンタビューに笑顔 で応答、みんな
で元気 いっぱい喚声を上げてポーズをとりま した。
い よい よ午後 7時「じゃこつぺ踊 リパ レー ド」のスター トです。沿道 は観光客を交 えた大
勢 の見物人でいつぱいです。思 い思 いの衣装をつ けたい くつ かの連が,浜 島大橋か ら海浜
公園までの約 700メ ー トル を踊 りなが ら練 り歩きます。
私たちのす ぐ前 の連 は、勇猛な虎 の絵柄 の法被にだぶだぶバ ンツの女性チームです。 ソ
ー ランの黄色い法被 にツノや鉢巻 を占めた私たちの衣装 も、赤 い衣装 の多いなかユニー ク
な存在 のよ うです。水をか きわけ,え びぞ りして跳ねて,泳 いで となかなか楽 しい踊 りで
す。 いつのまにか 自分が伊勢えび と思 つて無我夢 中で踊 ってい るようで した。び つしょり
汗だ くで会場につ きま したがダ ウン寸前、や つば り年 (古 希)を 感 じて しまいま した。
その あ と :伊 勢 えびみ こし」で踊 りは最 高潮 ,総 踊 りに参加 して心ゆくまで 「じゃこつペ
お どり」を堪能 させていただきま した。
浜島町が合併 して志摩町にな って も,伝 統的で多彩な 「伊勢 えび祭 り」が続行 されます
・・ 打ち上げ花火に心を残 して楽 しかつた会場を後に しました。
ように 。

フォークダンスを通して思うこと
フオー クダンス を始 めて十年近 く,毎 週木曜 日は通い なれた石道を修道体育館へ急
す。「よ くまあ続 くもの油 とわれながら感心 しています。
^ がミ

最近私共のサークルでは,若 い会員が増え,華 やかな笑い声に誘われて例会もはずみま
す。 あふれるエネルギー を肌に感 じなが ら,老 若男女手を取 り合 つて ともに楽 しめるこの
すばらしい例会を,み んなでますます盛 り上げてい きたい ものです。
又,会 員相互の親睦 を図るため,毎 年春はパ スによる日帰 り旅行、秋は 1泊 (今 年は 9年
目)と 楽 しんでいます。
今年はまた,パ ター ゴル フの楽 しみ も加わ りま した。太平洋 を前 に しての広い ゴルフ場
オゾンをいっぱい吸いなが ら,大 自然 の中でのプ レー。 日ごろのス トレス も吹 っ飛び,気
分 は爽快です。まさに健康 バ ンザイ :こ れは,や つてみて新 しい発見で した。
思 うに、自分ひ とりの力なんて知れたもの、大勢の仲間に助けられて今 日があ ります。
人は年をとれば,体 も頭 も老化 します。 も し努力す ることによって,老 化を少 しで も遅 ら
せることができた ら, どんなに嬉 しいことで しょう。
常 日頃私は,健 康は 自分で作 り出す もの と考えてい ます。
私たちの体は,動 か しなが ら,使 いなが ら同時に調節 した り治癒 してい くことができる
よ うにつ くられて います。健康 を維持す るためには、 日常生活 の中でいい習慣を見出 し

,

実践す る努力が必要です。そ うしたことか らフォー クダ ンス を続けることは,す ば らしい
健康法だ とい えます。寝たき り老人にならないために も,体 の続 く限 り踊 つていよ うと思
います。好奇心を失わず ,新 しいこ とに挑戦 しよ うとす る気力 を大切に しなが ら、心身 と
もに健康 で、 これか らの人生を楽 しみたい と思 います。 いい出会 い をいただいた大勢 の伸
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永井 ,碓 井 両先生 の ユーモ ア溢れ る

ご指導で愉 しく練習 しています。明倫小 の体育館は 広広 として夏は涼 しい風が入 り恵 ま
,

れた ところで練習 できるこ とを幸せに思います。
‐

練習 のほ力■こ親睦 を図ろ うと,三 年程前 か ら夏には 日帰 り旅行,冬 には忘年会をや つて
お ります。先 日は,夏 の行事 として,時 の話題 に乗 り遅れまい と,い ま話題 の浜名湖花博
へ,貸 切 バ スで行つてきま した。会場 は涼 しい風が時折顔 を撫 でて くれ る最高のお天気で
した。
まず 、舟 に乗 つて一番奥まで い くのがよい と聞 いていたので船着 き場 に行 くと,な ん

と !!90分 待ち。 二本 の足で歩 こ うと,み んな 日ごろダンスで鍛 えた足腰で,主 なとこ
ろは大体見学できま した。中で も,国 際花の交流館 では,た くさんの 白い花ばか りを集 め

,

緑 の葉 と自の清楚な様子に感動 し,心 に残 るもので した。 これか らの人には,是 非お勧め

齢

したい ものです。
たくさんの土産を買つて皆元気に帰 りました。 さあ !!あ したからも頑張るぞ !!
及部 『学校、集まろ うJを 終え
普及部をお受け して早や 3ヶ 月が終わろ うと しています
全てが初 めてのこと、普及部員 として 3人 4脚 で戸惑いなが ら,実 行委員 の皆様 と協会
の皆様 の協力に助 けられ 「学校 へ集 まろ う」 も無事終了す ることができました。 これ もひ
とえに伊勢 フォー クダンス協会員のおかげと感謝 してお ります。あ りが とうございました。
普及部員
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★民踊 同好会『 あゆみ」よ り
い ろ い ろ と諸事 情 が あ り同好会 よ り離脱 させ ていただ く事 とな りま した。

これからは,独 自で本当に民謡の好きなかたがたの集まりとして楽 しんでいきたい と思い
ます。
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