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たびかさなる台風の襲来、大地震により日本列島各地では被害に会われた方
も多い昨今です。心よりお見舞い申し上げたいと思います。   ′

さて、私達フォークダンス協会は、皆様方のご協力のおかげで秋の大きな行
事もあと芸能祭を残すのみとなりました。本年度の発表内容は例年に増し充実
した物になりそうです。多数の方々の観覧を期待しております。

★ 文化レク部主催 平家の里親睦
、
感 __       福井輝子

台風が去り今日は空青く澄みきつた秋晴れの日になりました。私たちは,車
で矢持平家の里に行きました。

村里に入り街道に群生する山藤、山桜が色染める頃は春、夏は横輪一体を舞
う源氏ホタル、爽やかにわたる緑の風、秋には夕日に映える山紅葉等々と、思
いめぐらせていくうちに矢持に着きました。

この地は、平家が壇ノ浦の戦いで源氏に敗れ、追い詰められたその一族が前
山町に身をひそめていたが、またもや追われ洞窟を抜け山奥に逃げやがてこの
地、矢持に集落ができたという歴史があります。
平家―族が祭られているお寺が久昌寺です。お寺の守り番の方がとても詳し

く説明してくださいました。

頼朝は、平家の子孫は草の根を分けても探せと命じ六代御前もついに発見さ
れ殺されてしまいます。平家物語はここで終わってぃます。何か平家の里にき
てなお一層平家物語にふれてみたい気持ちでいっぱぃです。

この秋、この地で皆さんと一緒に食べて,踊つて,歴史にふれ、故郷満喫の
一日でした。

いろいろお世話してくださった方ありがとうございました。

ま れ タ

9月 19日 の51周年記念パーティーで花模様のスカートの忘れ物がありまし
た。お心当たりの方は、事務局永井までご連絡ください。



春、桜吹雪の舞う県営陸上競技場グラウンドで楽しく踊り、平成 16年度のス

ター トを切りました。はまなすは、誕生から12年目を迎えました。あたたかく
ご指導いただく野田先生、森本先生のもとでフォークダンスの大好きな25名
の仲間たちです。

毎週火曜日、9時半もすぎると各地から会場に集まつてきます。長年一緒の仲
間も多く、気心も知れ、身近な話題から世界情勢まで話題はつきません。その賑
やかなこと。いつもほとんど全員が揃いみんな元気いっぱいです。
先生からステップや踊りの情景など、詳しい説明を開いて新しい踊りの練習

が始まります。みんなの顔も真剣そのもので、何度も練習を重ねて楽しく覚えて
いきます。世界の多くの国のフォークダンスと出会い、その国の風土や音楽にも
触れることができました。

いつまでも、いきいきと過ごせるよう、みんなと楽しく仲良く踊つていきたい

思つています。

民舞研 永井 嘉子

は正式には、民族舞踊研究会といいます。世界の民族舞踊を研究する会
ですので、他のサークル とは少 し内容的に異なるかなあと思います。

技術を要する踊りや、サークルではあまり踊らない特殊な踊りを、技術を磨き
ながら幾度となく練習を重ね踊りこなしていきます。

今年度前半は、クラッシクパレエのテクニックを要するようなスコットラン

ドのスコティッシュカントリーダンスを中心に、基本練習を重要視して練習し
ており、その成果を51周年パーティー、二重スポーツフェスティバルで発表
したり市民芸能祭や他団体の発表会にも出演を予定しております。
また、他団体とのスコティシュの交流会も計画中ですが、日時等の調整がとれ

ず検討中です。

練習日は月 2回水曜日と土曜日の夜に皆さん一生懸命練習しております。

ナークル列 ψ

はまなす便り



協会合同クリスマスパーティー

チラシでもお知 らせいたしました通 り、本年度はマーガ レットさんの担当で
開かれま九

多数の皆さんのご参力日をお待ちしてお ります。

日 時  平成 16年 12月
13:00～ 16:1

場 所  北浜中学校体育館

会 費  300円
曲 名

パ‐―卜1

春 こま

セブンステップ    .
サークルショテッシュ `

アィコティコ

記

19日 (日 )

0(受付 は 12:30～ )

リトルマンインナフィックス

シヨー トケーキ
パーート2

フリオタンゴ

コロブチヵ

タールオクセン

ホットタイムミクサー
ヽ     ビンゴ

タンゴミクサー

し    その他クリスマスタイム・デモ等も予定しております。
会場は暖房がありませんので温かい服装でお越しくださぃ。

パ……卜3

スル ビヤンカ

キヤプテンジンクス

オッターリール

ア
｀
パット・アパッ ト

オクラホマミクサー

スピニングフルツ

パー‐卜4

グラン ドスクェア

サビラセベラロザ

GKWミ クサー

ダンシングインザストリート
プレスカパッチコゴ

以上



RDルピナス

12月 9日 (本) 13:30～ 15:30 ぃせ トピアホール
12月 21日 (火)19:oo～ 21:Oo ぃせ トピァホール
12月 23(対  13 00～ 16:Oo ぃせ トピア職修室 102

パーティーの予定
1月 12日 OЮ   19:oo～ 21:00 ぃせトピァホール
1月 20日 (本) 13:30～ 15:30 いせ トピアホール

カップルでFD
12月 18日∈D 19:30～ 21:30 いせトピアリハーサル室
1月 22日 (D  19:30～ 21:30 いせ トピアリハーサル室

チエーンダンスアイビー

12月 3日 (金) 13:30～ 15:30 いせ トピアリハーサル室
12月 16日

"  
同上

1月 6日 (木)   同上

1月 25日 (火)  同上

宮山あじさい

11月 20日 (JD  19:30～
12月 18日 (D   同上

12月 25日 (J   同上

同上

同上

いせ トピアホール

宮山小学校

同上

いせ トピアホール
SDク ローバーぃせ

11月 14日 (日 )1010o～ 12:00 三期生    労福3F
(先生の日)   13:30～ 15:30 -、二期生  労福3F
ll月 16日 (火)19:30～ 21:30 二、三期生  いせ トピァリハ室
11月 27日 (D 13:30～ 15:30 -、 二期生  トピア文化交流室    、

011月 23日伏 )lo:oo～  二期生修了パーティー 商工会議所5F      
~`

12月 8日 (水) 19:30～ 21:30 -、 二期生  労福3F
12月 15日 (水)19:30～ 21130 三期生    労福3F
12月 25日 (J lo:oo～ 12:00 =期生    労福3F        ｀

一、二期生  労福2F

ヒ。今年は度重なる台風の来襲で     ‐
あまり美しい紅葉は見られないと聞きますが・・・

広報部では皆様方のお便りをお待ちしております。原稿締切りは偶数月月末
です。FAX24-2114竹 内までよろしくお願いします。


