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花かいどうの小さなつばみ、その小校にうぐいすが2羽、 ´

いい声で春を告げに来てくれました。
今年度も残りわずか、花の季節、そしてフォークダンスの

季節です。大いに楽しみましよう。

理 事 会 報 告

総会について
3月 25日 (日)13時～

0 辞餞委員―主とするサークルの会員 10名に対して1名
(10名未満 1名 ) (順不日)

コスモス 34名 -3名    カトレア   55名  -5名
ひまわり 42名 -4名    マーガレット 27名 -2名
なでしこ 30名 -3名    たんぼぼ   30名  -3名
ポピー  39名  -3名    すみれ    47名  二4名
はまなす 28名 -2名    アマリリス  31名  T3名
すずらん 36名 -3名    民舞研     5名  -1名
あじさい  8名 -1名           以上 37名

0 平成 13年度 新体制について

役員案、 行事報告計画素、 会計報告予算案、新設部などについて
検討しました.

関係団体より

3月 11日 ハンドinハンド (ポピー、カトレア、コスモス、ひまわり)

3月 18日 目-3会 10周年記念総会  (民舞研、コスモス、ひまわり)

4月  1日 観光文化会館こけらおとし

(研修部、ジュニア、民舞研、ひまわり)

その他
平成 13年 7月 23日 モスクワ子供民族舞踊
平成 14年 2月 16日 チェコの舞踊団

観光文化会館
観光文化会館



全目指導者講習会 (前期)に参加 して

カトレア 村井 和子

今年二月、松の内の気分もぬけぬ 1月 11日夕方6時すぎt大阪伊丹空港より宮崎
へと出発です。翌 12日から14日 まで宮崎県で開催される全目指導者講習会に確井
さんと参加するためです。県立体育館へ全国より500余名が集まっての講習です.

購雷曲も全ロピカイチの購師陣によリステップの練習からわかりやすく説明があ
り、地元の民踊の方の指導も加わり楽しく覚えることができました。
「久しぶりやネーーJ「村井さん元気になられて出てこられてよかつたネーJ

久しぶりに違う方が声をかけて下さいました。
2日 目の夜は新聞、テレビのニュースで話題になっているあのシーガイアでの懇

義会です。二重県陣はアイミーのTシヤツでスポレク祭をPRしようと全員で着まし

た。

今日崎は何年か前に新婚旅行で来てくれた方々が旧婚旅行に来てくれてます―と、
タクシーの運転手さんが言っていました。
花咲きみだれる暖かな宮崎をあとに一――。やっばり冬ですね。大阪に着いたとた

んにさむいことさむいこと。今度は5月長野行きでの日連45周年行事参加ですネ.

今から楽しみ、たのしみ。

こ け ら落 と しに舞 台 参 加

観光文化会館がリニューアルオープンをします.そのこけら落としに
協会も舞台出演させていただくことになりました。

出演日時 4/1(日)第 2都 14100～ 14:20分
出演曲目 1。 モサイコ メキシカーナ

2.ディエーボチカ
3.カ リンカ
4.スグルシカ

4/1と 4/8の 2日間にわたりいるんな分野の58団体が参加しま
す。4/1は 10時■演 4/8は 10時 30分■演です

`

みなさん ぜひお出かけください.



一―ニーー卒 業一一―――

研修部 野田 富美子

年度末をむかえ、何かとお忙しいことと思います。私もこの3月を以て、研修部長
を事業させていただくことになりました。
ご存知の通り、今年度8月から指導部が研修部と普及部に分かれました。指導部長か

ら研修部長へと引継ぎ、通算 6年間動めさせていただきました。
8年前指導部に入れていただき何もわからないところ、諸先輩方のご指導をいただ

き、そして仲間の協力sはげましがあったからこそ、どうにか こうにか無事におわ
ることが出来たんだと思つています。
思いかえすと、この間、あんなこと、こんなこと、楽しかったこと、っらかったこ

と、いるいるありましたが、とてもいい勉強をさせていただいたと感謝しております。
ひととの出会い、ダンスとの出会い。そして人のやさしさにふれ、この6年間の日々

は私にとってすばらしい財産になったと思っています。これからも、伊勢フォークダ
ンス協会の発展のためs微力ながらお手伝いさせていただこうと思っています。
最後のなりましたが、日部長としていつも私を支えて下さった西村さん、確井さん、

村井さん、日中さん、堀尾さん ありがとう.

そして永い問支持して下さった皆さん、ご協力下さった皆さん、ほんとうにありが
とうございましたち

平成 1

6月  3日
6月 17日

7月 14,15日
9月 23日

1月 10～ 13日

2月  3日

3月 2,3日

3年度 二重県支部 行事予定

フォークダンス巡回講習会
レクダンス巡回講習会
支部サマー

県スポーッフェスティバル
全国スポレク祭

全国FD伝達常習会

公認指導者研修会
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日本フォークダンス通聾事業計画

(2001年 度)

来年度もいるんな行事が計日されます.身も心も健やかに、フォークダンスを愉しみ
ましょうね。次号より編集担当者が交代します。ありがとうございました。

⊇ スクール FD科 (全 12回 ) 4月～ 7月 目立青少年センター
FDスクール日本民踊科 (全 1'面 4月 ～ 7月 目立青少年センター
全目 FDl・ 2級指導者研修会 13～ 15日

全国レクダンス1・ 2級指導者由習会

全日本フォークダンス大会 18～20日

アタヽニユーフジヤホテル
11～ 13日 目立青少年センター

全国高齢者指導のための D指 導者講習会

菫墨墨塁
=ス

ポーツ研修セジター

墜 タールFD科 (全 12自

'

9月 ～12月 目立青少年センター
甲 スクール 日本民踊科 (全 12回 ) 9月 ～12月

ラウンドダンス講習会 10～ 21日
全国レクリエション大会 香川県高松市他

全国スポーッ・レクリェーション祭 10-13日

17-18日 アタミニューフジヤホテル

拿目FD指導者講習会:前期 11～ 13日
全国FD指導者講習会:後期 18～20日

―

ス指導者講賀会 22～24日

全日本スクエアダンス講習会

全国FD公目指導者講習会 :前期 8～ 10日

拿目FD公翼指導者講習会:後期 15～ 17日

ロンド 担当、 竹内(干)野 田


