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16年 度 を振 り返 つて
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西世 古
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幸子

16年 度 の活動を振 り返 り会員 の皆様 の多大なる,中 でも 4回 にわたる
災害支援 カンパのご協力 どうもあ りがと うございました。来年度は自然
災害がない よ うに祈 りたいです が、地球温暖化が大きく影響 している集
中豪雨等は、増えるか といって も免れないのではないか と思います。
温暖化 は,エ ネルギー消費の結果排出され る炭酸ガスが原因だ とい う
こ とは誰 で も周知 してい ることだ し,武 力闘争が最大のエネルギー消費
だ とい うこともです。
しか し、地球人の私たちが このままいけば他の生物 も巻き込んで「気
がつ けばゆでガエル」になつて しま うのではないで しょう力、 それに し
て も世界最大 の炭酸ガス排 出国 のア メ リカは どうして「京都議定書」で
足並みを揃えないので しょ う力、また、自国が核 を保有す るのはよくて、
他 の国には持つな とい えるので しょ う力、
インターナシヨナルの ダンスを愛する地球人 として、地球環境保全の
し

ことを来年度はもつ と活動できればと私は考えています。
リメ
因みに「気がつ けばゆでガエル」とは、暑 いお湯 の中にカエル を放 り込
む と、カエル は 「あちっ」といって飛び出すが、鍋 の水の中にカエル を
入れておいて、弱火で温 めてや ると、徐 々に水温が上がってい くのに気
がつ かずに、ゆでガエルになって死んで しま うとい う話 のことです。

理事会報告
☆ サー クルの近況
以前練習 した曲・ 体が温まる踊 り 。発表会 の曲等を踊 つてい る
☆ 伊勢 レク協会
4月 17日 (日 )熊 野古道 バスハイク (ツ ヅラ ト峠)
者募集 中
参カロ
☆ 総会
4月 6日 (水 )い せ トピア 3F研 修室 1
19:oo〜
☆ その他
・ 二見サー クル
伊勢 FD協 会 へ新年度 より新規力日
入を了承
・ 団体加盟金 サー クル 3000円
C同 好会 1000円
・ 17年 度 の上納金 各 500円
この変更にともない諸 々の行事への参加は受益者負担を原則 とす る
・ 同好会 の位置付け
常任理事会・理事会 の報告書を配布。理事会より声がかかれば行事に参加で
きる。
・推薦委員会 の設置(1年 間は暫定期間)
役割 受検・ 進級 の推薦及び諸問題 の相談等
・ 事務局を西世古会長宅に移動
〒 516‑0026伊

勢市宇治浦田 3‑12‑10

■ 26‑3539

研修部報告
☆ 2月

20日 (日 )

☆ 3月 6日

13日 (日 )

第 19回 支部公認指導者研修会
小俣町図書館 2F
参カロ
人数 26名
ハ ン ドイ ンハ ン ド
いせ トピアホール
協会より4サ ー クル参加

︶・

☆ 3月

(日 )

第 27回 レクリエーションダンス伝達講習会
伊勢市観光文化会館
参加人数 19名

ナーシル 勿 ″
アマ リリス
渡辺 広巳
ニ
木曜 日、朝 のモー ングス トレッチ の爽やか な声がサンライ フの体育館一杯
に響 き渡 ります。 三 々五 々 と輪 になつて始ま ります。 ついでにお 日のス トレッ
チ も。
私達会員は、宗林 さん、山本 さんお二人 の指 導 の もと掛け声 も高 らかに、学
生時代に戻 つたかの ようにいきいきとし楽 しいひ と時です。
アマ リリスサー クルは、昨年秋サ ンライフの講座か ら独立 しました。早速サ
ー クル活動 も始ま り京都 へ の紅葉狩 り、そ してク リスマスには、多彩な催 しも
ので楽 しみま した。
今月になって新 しい 曲が始ま り会員一 同が真剣なまな ざしで指導者 の声に開
き入 り、一歩ずつ努力 して仲睦ま じい今 日この頃です。
この 1年 間事故 のなか つたことが一番 うれ しいことで した。今 日もまた笑 い
の耐 える こともな く時 間が過 ぎて い きました。 これか らもこれ 以上に、会 が
員
力 をあわせ て大きな花アマ リリスを育ててい きたい と思います。

たんぼぽ
糸メ￨￨ て り子
日一 日と明るく、長 く、何か期待 をもたせて くれそ うな季節です。毎週木曜
日の 1:ooPM、 労働福社会館 の 3Fが たんぼぽの練習会場です。
動かない頭、そ して身体「まあ楽 しければいいか ?J
西世 古、佐藤、川村、三先生はそれで も根気 よく教えて下 さいます。 これに
は全員感謝 しています。
恒例 の春には榊原へ、グル タに温泉に真 っ赤な顔、賑やかなお しゃべ り
「又来
たいね。」うれ しい声を聞きま した。
梅雨の蒸 し暑 い 日に万亀会館 と神路園にそれぞれ 2、 3曲 をホームの方々に見
ていただ きました。
年末にはク リスマスパ ーテ ィー を、ランチ前後に層1染 み の 曲を踊 り、その間
にゲームを、時間がまだほ しかった一 日。
今週 もまたみんなの笑顔 に会える。
新曲だったら、なお頑張 らなくては C e・ また雑談にも花を咲かせて。
色褪せた青春、それでも少 しで も長 く続 きます ょ うに

チ ェーンダンス アイ ビー
いせ トピア リハ ー サル 室
4月 7日 (ラ →
13:30〜 15:30
4月 21日 (本)

13:30‑15:30

カ ップル で FD
4月 16日 GD

19:30‑21:30

5月 28日 個D

19:30〜 21:30

LDル ピナス
4月 13日 (水 )
4月 28日 (木 )

いせ トピア リハ ー サ ル 室

いせ トピア ホール

19:00‑21:00
13:30〜 15:30

SDク ローバー伊勢
4月 2日 (」D 19:30〜 21:30
4月 17日 (日 )13:30〜 15:30
4月 23日 CD 10:∞ 〜12:00
(先 生の 日) 13:30〜 1580
4月 30日 個D 19:30‑21:30
5月 3日 υり

5月 11日 (水 )19:00〜 21100
5月 24日 υり 13:30〜 15:30

loloo〜 12100

いせ トピア リハ ー サル 室 1・ 2期 生
同上
同上
文 化交流室

3期
3期
102期

宮 山小学校

生
生
生

合同

3期 生
102期 生
3期
生
1・ 2期 生
3期
生
1・ 2期 生

いせ トピア リハ ー サル 室

13130〜 15:30

同上

5月 10日 υじ 19:30〜 21:30
5月 18日 uЮ 19:30〜 21:30
5月 28日 個D 10:oo〜 12:00
(先 生の 日) 13:30〜 15'30

会場未 定
労福
労福
労福

編集後記
今年は 1、 2月 の気温が低 く花 の開花 も遅れているようです。
この 1年 間、皆様 のご協力 のおかげで広報「ロン ドJを 予定通 り発行すること
ができま した。
原稿 をお寄せ くださった皆様、発行 の度 に作業をお手伝 い して下 さつたサー
クル の ロン ド係 の皆様、あ りが と うございました。紙面を借 りてお礼申 し上げ
ます。
広報担当

:

竹内 勇子

村井 和子

