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高校野球 の連 日の熱戦、そ してアテネオ リンピ ックでの 日本人選手たちの活
躍・・・ 、 この夏はスポー ツに魅了され猛暑を忘れた方 も多かつたでしょう。
さあ、秋 です。 フ ォ ー クダ ンス の行事 もた くさん あ ります 。 お友 達 を誘 つ て
参加 して くだ さい。
ヽ

連ねて出発です。
FD協 会は、仲 よじグル ープ、 ご夫婦、親子 、孫組 と 12名 の参加です。
途中、道 の駅 では「熊野古道世界遺産」登録後初 めての 日曜 日で地元の名産品
で歓迎を受け登 り口着。
サー ッ登るゾー
苔む した石畳に木漏れ 日が差 し、時々木立 を縫って吹 く風が′
b地 よ〜い。
前回は 5年位前 に協会主催 のツゾラ ト峠のハイクで した。
あの頃か らす ると足場が整備 され 、足元が しっか りして いた り、休憩用ベ ン
チがあつた りで少 しずつ人 の手が入 つてい るの を感 じました。
尾鷲駅側 に降 り、 もてなしの コー ヒーのおい しかったこと。
ゝ̲

駅 に着 くな リ トイ レに駆け込み、汗をいつぱい吸 つた下着 を替え、楽 しかつ
た思い出話を しなが ら帰路につ きました。
私 の周 りにいてい ろい ろとサポー ト(後 ろか ら押 して もらつた り、杖代わ りの
棒 を探 して くれた り)し て くだ さった皆様あ りが と うございました。
好評 につ き来年 もあ りそ うです。

平

恒子

なで しこは今年で 15周 年 の節 目を迎 えるサー クルです。毎週 日曜 日、中島
小学校 の体育館で夜 7時 30〜 9時 まで、新旧会員合わせて 42名 (毎 回の 出席
者は 30余 名)の 会員 さん と、厳 しいなかに もユーモアたっぶ りに、や さしく教
えて くだ さる 3人 の指導者 の許 で、基礎的なス ッテプ、秋に開かれ るパーテ ィ
ー行事 に向けての踊 りの練習にみんなで励んでいます。
今年 は殊 のほか暑 く、 2台 の大型扇風機 が回 り続けても会員 さんたちの熱気
にはかないません。
私 も、歴代 の会長 さんのあとをお引。
き受け してか ら早や 5ヶ 月がた ちました。
や つ と足が地に着きかけた所 です。私を助けてくださるサー クル の皆 さんのお
かげ と心か ら感謝 いた してお ります。 これか ら先 も、もつ と笑 いの絶 えないサ
ー クル になるよ う、無理せ ず、競わず、 の言葉をいただ きなが らみんなで楽 し
く踊 り続けけられることを心か ら願 つています。

有緯ポ ピー

私たち有綺ポピーは、誕生から今年で 13年 目を迎えますが、

有

緯小学校 の体育館 をお借 りして練習 しています。
夏は暑 く、
蚊にさされなが ら汗び つ しょりとな り、冬は寒 く手足 も冷たい 中、
竹内勇子 さん、
竹内千恵子 さん、高尾功子 さんの情熱溢れ る頼 もしい先生に恵ま
′
れ、
熱心に指導 していただいてお ります。
私たちが健康で楽 しく踊れるの も、
家族 の理解があつてこそ、
感謝 の心を忘れ
ずに週 1回 の例会を待ち遠 しく、
楽 しみに しています。
「51周 年記念 の集 いJ
現在は、9月 010月 に開催 され る「ダ ンスカーニバル 」
に向けて練習に励んでい るところです が 、
他 に も、
年度末 の食事会、 ピクニ ック
を兼ねた野外でのフォー クダンス等を行 つています。
今後 も、
会員 の皆 さん と仲良く、
楽 しい活動 を続けてい きたい と思 い ます。皆
様 も是非 一度ポピー に遊び にきてくだ さい。
お待 ちしています。

いせスポーツレタリエーションフェスティ′
句レ2004
ダンスカーニバル
日

時

場

所

: H16・ 10・
: サ ン ア リー ナ

3(日 )AM10:Oo〜

PM3100

010:Oo〜 lo:30

指導 タイム
① ス トレッチ ② タタ ロチカ ③ オ ンタ リ ール ④GKWミ クサー
0111lo〜 11:35
発表タイム
4番 目 FD
ス ウェデ ィシュフィン ミクサー
012:40〜 12155
デモ タイム
1番 ロ ラ・ プルーハ(メ キシ ヨ)
014110γ 14:35
発表 タイム
1番 ロ グラン ドス クエ ア

014140〜

閉会
おつかれ さま 来年 もよろ しくタイム 黒森林

合同練習

9月 27日

PM7130〜 91oo

明倫小学校

服装 自由
当 日(10/3)の 衣装
協会指定 Tシ ャツ 白スカー ト 赤靴・ ベル ト
※発表 タイム、
デモ タイ ムに参加 しないがカーニバル には参加 したい方
10円 (保 険料)を 払 つて参加できます。→受付ヘ

服装

★ 文化 レク部主催
時 所 費

日場 会

t

平家 の里親睦会

10月 22日 (4夢 ハ 圧lo:30〜 PM 2:30
矢持 資料館

300円

夏 の疲れ、
練習の疲れ が吹き飛ぶ ような会 です。
森林浴を楽 しみ、
心身 リフレッシュ、昼食 と・・・ 。
多数 の皆様 のご参加お待 ち して います。
詳 しくは後 日、文化 レク部 よ り参カロ
者募集 のお知 らせ を します。

同好会日劃

RDル ピナ ス

いせ トピアホール

10/12Gttt) 13:30〜 15:30
10/28(,本 こ
)

19:oo‑21:00
11/9(火 )13:30〜 15:30
11ノ 300火 う 19:oo‑21100
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11/20

ＤＪ

10ノ

う 13:00〜 15:30
10/26(火 )時 刻同上
11ノ 4(莉
時刻同上
リハ室
11/25(対 19130〜 21:30 リハ室
10′ 210本

いせ トピア リハ ー サル 室

０尋 ︶

カ ップル で FD

チエー ンダンス アイビー
いせ トピアホール

19:30〜 21:30

19:30‑21:30
市民菫饉無 について

本年度 の市民芸能祭 フォー クダンス協会 の出演 日等決ま りました。
日 時
11月 20∈DAM10:00〜 11:30
いせ トピア
会 場
参加内容 ジュニア
ス コテ ィッシュ(民 舞研)

51周 年記念親睦パーテ ィー、み えスポー ツフェステ ィバル 、ダンスカー ニバ
ル、
芸能祭等 々、今年 の秋 も行事 が 日自押 しです。健康に気をつ けて参加 して く
ださい。 また、
それぞれ の行事 に参カロされたご意見や感想等ありました ら広報担
当のほ うへ原稿 をお寄せ ください。原稿 の締切 りは偶数月月末です。皆様方か
らのお便 りをお待ちしてお ります。

︶ｉ

ラ・ プルーハ(メ キシヨを踊る会会員)
ルセ ロ・ デ・ ラ・ マニヤーナ (メ キシヨを踊る会会員)
51周 年親睦パーテ ィーの発表曲の部門より2、 3曲 (曲 名は後 日)
本年度 の発表内容は例年に比べて充実 した物にな りそ うです。

