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フォークダンスは、皆で楽しむもの

伊勢フォ…クダンス協会会長 西世古 幸子

新年おめてとうございます。

今年も薔で素しく■りたいものです。そのためには言でルール

を守り、相互理解を澤めながら協同じ協力する必要があります。

「 和をもつて尊じとなす 」■籠太子の言葉ですが、これはお
互い層をなであい、ほめあい、なぐさめあうということでなく、
お互いの主義主張を尊重し、摩擦や葛菫を乗り越えるところに真
のチームワータの下地ができるということだと、私は思います。

日本料理の和え犠は、山の幸海の幸がそれぞれに自分の味を主
張しながら、えもいわれぬおいしい味を綱り出しています。

小さな綸の集まりで大きな輸を作つているわれらが協会.会員
の管さんひとりひとりの力で、ますます素晴らしい協会に盛り上
げていただきますようどうぞようしくお願いいたします。



第49回伊勢市芸能祭を終えて

芸能祭実行委員長 西村 美代子

毎年行われる芸能祭。「 始まります・ 00」 の最初のあいさつから「 終わります。・・」
の最後のあいさつまでの2時間。5団体の会員さんが練習を得てきた集大成の日です。
今年は、協会から初めての試みで公認指導者のみの参加となりましたが、61名いる公
認指導者のうち半数あまりの参加という結果でした。
有級者の皆さん、今一度考えてほしい部分ですね。会員さんのため、そして自分のス

テップアップのためにも、これからは、参加してもらいたいと思いました。
おかげさまで、無事終えることができ、見に来てくださった皆憶、そして協力してく

れました人腱に感謝します。有難うごさいました。
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フマリリス  城 積

静寂な外宮の森の本漏れ日が、窓から差し込

むサンライフの体育館。静かに曲が流れていま

す。さあ、早朝練習の始まりです。今年の芸能

祭の参加者は有級者ということで私達新米にも

声がかかりました。

さあ一大変 !先輩の足元に気をつけて、笑

顔を合言葉に日々 練習に励みました  .
当日は、笑顔もとこえやら緊張の連続でし

たが、先輩の優しさに感謝。有難うごさいま

した。

カトレア 坂本 幸子

“スクエアダンスで 楽し< 踊ろう"

練習中は、なかなか最後まで出来■  「うま<いくの

かなあ―」と、lLl配でした。そのうち、いよいよ本番に

なつてしまいました。緊張していると、「笑顔で踊つて。」

と言われ、楽しく踊ろうと思いました.8人が、一つにな
つてうま<踊ることが出来、本当に良かったです。

先生方に大変お世話になり、有難うごさいました。

『 市 民 装 籠 曇 』に 参

“

わ て

“イワン・ダ・マリア"(ロシア)

ひまわり  村島 なよ子

芸能祭は、いつも大発で参加.

けど、今年度の参加者は、有級者

会員の方の見る日も厳しいだろう
:なあと、緊張しました。

最初、ビデオを見せてもらつて

びつ<り !歯切れのよいステップ

大きい動作。少し苦手な分野。でも

一生懸命練習した結果、よく踊れ

たかな?と自己満足。指導者・パ

ートナーさん、有難う !
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すすらん  竹谷 愛子

マーガレット  森下 みえ子

この曲名が何回聞い
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ね、二回のリハーサルも終え、そして・・

いよいよ当日.胸はドキドキ !チャリレダ

ツシュ、リド、ステップ・ホップ.4分間

燃焼してしまいました。楽し<つて、良い

経験をさせてもらいました。ご一緒させて

毎回練習中は、顔を31きつらせて・・笑顔何て何処へや

ら・・それでも、回を重ねる毎に少しづつ□元が和らいで

<る様になり・・当日を迎える事が出来ました。

舞台の上に上がった私達8人、踊つている間にみんなの

笑顔が素敵でした。楽しかった !嬉しかった !この喜びを

“ドゥすフアルヴレ・レアニ ツ"(ハンガリー)
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「タンツ」「タンツ」と言いつつ練習を重 卜
｀`育館をお借りして堀尾先生の指導の

着理
ポピー 吉崎 美代

卜 練習は、中島小と有しゅう小の体

「■もと9月から始まりました。むすかし
pぃステップがぁり不安になる事も何度
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かありましたが、時には厳し<また、

ル ユーモアを交えての指導で練習を終え
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いただいた皆様、有難うございました。

アマリリス副会長 ll‖ヒ 千佳子

前日までの寒さが少し和らぎ天候に恵まれたゴマスパーティーに、遠近間わす沢出の
方
～
が参加して頂き、また皆様のお力添えのもと無事終える事ができました.

知っている曲、知らない曲、忘れた曲といろいろでしたが、みなさん笑顔で一生懸命

ステップを踏んで楽しんでおられた様子でした。
“ Simple i8 BeSt "をテーマに、飾り

つけもシンプルにしましたので、みなさんのド

レスアップで会場の華やかさを出していただい

2時間30分 !!

本当に ありがとう ございました。

アマリリス理事 山本 陽美

X'マスパーティーを終えてぃ県菅
林 密a官

2005
12・23

一一スカーフー

色 :グリーン

大きさ :ふろしき

厚さ :うすで

協会行事の最後を締め括る Xしスパーティー終わりました。



広い会場で怪我もなく終え “ホッ"と安堵しております。前日から急な寒波に道路の凍
結。また、お越しいただける皆様や係りの方々の体調等心配致しました.。

が、当初見込んでおりました人数には若干少なかったけど、190名の方がお越しに

なり楽しんで踊つて下さつていた様に思いました。皆様のご協力のもとに無事終える事
ができ、アマリリスー同感謝いたしております。どうも 有難う御座いました。

チエーンタンスで

着々しく II
目好会

しようかい
アイビー 野田 冨美子

“手をつないで踊るやさしいダンス."“パートす―不要."

そう思つていただくと、気楽に参加して楽しんでいただけると思いますよ。
軽快な音楽、時には変調なリズムで身体を動かし、脳神経を刺激しましょうよ。
いつまでも 若々しく いられますように。

優春に :華鷹に :夢をもう一度

ルピすス   碓丼 洋子
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つ楽しいポピュラーな曲、そして自然と口づさんでしまう、なつかしいクラシックの曲

に、ダンスが振付けられ踊るラウンドダンス.踊る順番は曲の中で指示され、まさに「
耳で聞いて、体を動かす」頭の体操を兼ねたダンスです。

協会50周年後同好会として、又今年4月から新たに初心者クラスも発足し、会員数

56名の大家族です。昨年12月にはお姉さん組と妹組 (初心者クラス)の合同ノ1-テ

イー !みなさんドレスアップして楽しい時間をすごしました。関心の有る方は一度遊び

にきませんか、夢の世界へ???

************ お し ら せ  ************
◆全国伝達請習会 (県) 1月 29日 (日) 四日市勤労者総合センター

◆第4回理事会 2月 8日 (水) 19:30～   いせ トビア団体室

◆全国伝達講習会 (伊勢 FD協会) 2月 12日 (日) サンライフ 1330-16:∞
申し込み〆切 2月 8日 (水)参加費5∞ 円をそえて 竹肉千恵子まで

◆全国レクダンス伝達請習会 (県)2月 19日 (日)松 阪市子ども支援研究センター

◆新旧理事会 3月 15日 (水)19:00～   いせトピア3階会議室2

例会は、月2回、

行つています。

午後、 いせトビア

お待ちしていま―す。


