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伊勢ワォークダンス協議 曽0596(25)1577

今年は梅雨シーズン中に猛署の日が嘲き、あじさいやも なしの花も心なしか元気があり
ません。でも翼本番となれば、楽しいスポーツの華鋤崎す。
7月はフォークダンスの夏期講習会、又、河崎お なみウオーク等、多彩な催しもみられ

ます。8月には日本の伝統的なフォークル ス、盆踊りが各地で賑やかに行われます。D
メンバーもゆかた動 あでやかに参加しませんか。 ・

第1回常任理事会報告 H13摯月2日 於 事務局

1.離

3月 18日国際交流協会10周年記念総会に参加。
デモに民舞研、コスモス、ひまわりが参加、最後に参加者全員で踊り喜んでいただきました。
■岨更αSソーラン

【輸刻 という団を組み26名で、合計22回の練習会を鶴 、3月 24日サンアリーナでの子供劇
場全酔 ォ→ ムオープニングに参加しました。3000人の仲間と楽しく踊り、今後も続けていき
たい、という皆さんの感想でした。 ヽ

・ 観文こけら落としに舞台参加
4月 1日研修部員、民舞研、ジュニアサークル、ひまわりが参加.

練習を重ねた成果が出せ、とてもよかったよ、という声をいただきました:

2.全国スポレク祭in上野
協会から選手として12名参加予定。練習はスポレク運営委員が担当する。

3.学校へ集まろう
フオークダンス会場は倉田山中学
5/18～ 10/19基本的には1.3の金曜日

4.H13年度ついたち健康ウォーキング
伊勢市役所駐車場出発コーXを、伊例レクリエーション協会が担当。

5.48周年記念親睦パー ー
4/27(金 )いせトピア多目的ホール 10:00～ 15:00

6.カップルでノオークダンス

普及部担当 4/28(土)19:30～21130いせトビア 参加費 男女1組 500円
7.常任理事 担当サークル  西世古 ア̈マリリス・すみれ 中村“はまなす

野田・・なでしこ・民舞研 荻野…ポピー 堀尾…コスモス 碓井…ひまわり・カトレア
竹内口・すずらん・マーガレット 国府・・たんぼぽ



第2回常任理事会報告 H13年6月 4日 於事務局

1.文化

"リ
エーカ ン都             ・

・ 子供民族舞踊ベスニュシュキ 7/23(月 )伊勢市観光文化会館 18:30開演
チ

"卜
販売にご協力下さい。 6/10第 1次 じめきり

0/30まで 小学校、幼稚園には申込整 持参してお願いする。
・ ダンスカーニパルにJ脇力をありがとうございました。

参加者 フォークダンス 97名  3B体操 40名  レクダンス 140名
社交ダンス  30名  合計 307名

・ 河崎天王祭ダンスコンテスト
7/15(日 )18:30～   百五銀行前
参加費  2000円   締切り 6/15
参加については研修部で話し舗 。 ソーラン働憾聯の参加はどうですか。

・ 大正琴の練習会を企画 口…Ⅲ口̈ 7/22いせトピァ 19:30～
……大正琴の音色にのってフォークダンスを踊ろう・・・・

2.脚

市民麹脂脚ツ 一ヽサル・口…・・・ 11/21(水)いせトピア
講習会 巡回レクル ス…・・・ 6/24(日)伊勢女子高
二重県 二重県サマー・口・・ 7/14～7/15みそのハートプラザ

各サークルでまとめて申し込んでくプ箋讐い。

3.普及部

・ ダンスカーニパルの反省

"り
■■シヨン協会全体では

*音響設備が整い会場全体にいい音がながれてよかった。
*3Bタイムの導入、展開がよかったので、次のFDがやりやすかった。
*全体的に易しい由で楽助 た。
書愛部内では  グランドでの靴、弁当配布の時間 な̈ど細かい指示連絡がほしいとぃう
声があった。

ジュニア講習会 第2、 4土曜日 13組の親子が参加。お母さん方が熱心なので将来が楽し
み 。

カツプルでフォークダンス 2回目は12組が参加。
3回目7/7(土 )いせトピア 19130～21:30会費500円 カップルでどうぞ ::
学校へ集まろう毎回 70名近くの参加でにぎやかに楽レ伊吼 るヽ。
子供 5～8名  男性2～3名

公認指導者検定試験に合格 (b唱ョ巨囲お鵬 !!

3月 11日伊勢厚生年金センターで行われた日連公認指導者の検定試験に下記の方 が々好成績
でみごと合格されました。ただ今認定を申請中です。おめでとうございました。
3級 竹内 勇子(ポピー)碓井 洋子(ひまわり)

4級 大野 紀子・長谷川早美(コスモス)

安藝 佳子・柴田 静子・長森 喜代・山本 陽美け小レア)/
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口第3回芸能祭実行委員会 7月 25日 (水)7:30～「いせトピアJ研修室

・その他 リハーサル 11月 21日 (水)19100(予定)「いせトピア」にて

★巡回・サマー伝達講習会

・期 日  7月 29日 (日 )13:00～ 16100
・会 場 サンライフ伊勢

・会 費 500円 (当日は800円 )

・申し込み締切日 7月 20日 (名簿と参加費をそえて、すずらんの南睦んまで)

・講習会内容
6/3   全国フォークダンス巡回講習会(津市立神戸小学校にて)

6/24  全国レクリエーシヨンダンス巡回講習会(伊勢女子校にて)

7/14・ 15夏期フォークダンス種目講習会(ハ‐

以上、三つの講習会の中からしまづ

「笑顔は、いつまでも。」

研修部・コスモス 堀尾由紀子

Lltハンドin′じ′ドの活動の目的のひとつでもあるホーム訪間(6月 28日 )に、今年はコスモスの有志

19人が、参加しま晩 .     Dを
もつて、10時半に集合しま晩 。会員皆様の書意

|1 私たちは、各サークリレから頂いたプレゼント(8箱
:湯11と,.鎗_ 、ヽた,………………………………………J[雄かL、嬌 麟墜墜 ,■軸 )、麟 職

苺=

★第45回伊勢市民芸能祭

・開 催 日

・開催会場
a部  門

平成13年11月 25日 (日 )

「ぃ せ トピ ア」

午前の部 フォークダンス

午後の部 073剣舞 仕舞

・出演時間&出演順 0

出 演 時 間 出 演 順 持ら時間

10100～ 10145 伊勢D協 会Aチーム 45分間

10:45～ 10:55 ジャズダンス教室 10分間

10155～ 11115 明倫婦入会FDクラブ 20チ汗闘

11:15～ 11140 ニナ・パレオ 25鋼

11140～ 12:25 伊勢FD協会Bチーム 45分間

12125～ 12130 合同プログラム(会場のお喧さんといつしよにお

どろうタイム)

5分 間
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び薇葺幕不葱藤I爾頭の日神路口では、5つの団体が発表しました。フラダンスさんは、衣しようとし
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: この日神路口では、5つの団体が発表しました。フラダンスさんは、衣しようとレイで華やかでした。南勢

レクダンスさんは、「お祭り昔頭J他三曲、昔なつかしい由に合わせてバンダナをつけて、踊つていました。

仕舞、剣舞、伊勢音頭は、― きめていました。

コスモスは、タンプリンを持ら赤い三段のスカートをはき、「ローアハブディタィJを1曲と、グリーンとピンク

のズボン、同じ色の長い布を腕に巻きつけ中国の踊り賜欄k目知(シーイーク)を一曲、披露しました。笑顔

が、はじけていました。ししけんな目を感じました。「まだまだ元気ですね。」と、言いたいくらいシ″ として

いました。大拍手に、胸がじんときました。

プログラムの最後は出演者全員(44人)で伊勢音頭の「さわぎ」を踊り、見てもらいました。足の悪い人が

多いとかで、殆ど車いすでしたが、両手だけ真似している人や、歌を口ずさんでいる人もみられました。帰

えるときは、出演晴を実顔で送つてくれました。私たちも実顔で別れました。心が通じ舗 瞬間でした。

★参加したコスモス有志の声
・「また来てえな。と言われてじんときた。」・「足が悪くなかつたら、私も踊れるのに、と言つていた人が居

た。何と返事したら・・・J・「衣しょうを見て、あんたらきれいと言われて、嬉しかつたわ」・「帰る時、選手をし

た人が強く握いてきたので、私も強く握り返した。」・「今日は、よかったな。楽しかつた。:J

“①①
ぃ

碓井 洋子

*伊勢トピアで開催されたジュニアの4回講座も楽しく終わり、この出会いを大切にしながら第2・第4土

曜日の年前中、明るく元気一杯の子供たちと若いお母様たちで引

…

踊り「フォークル スJを、楽

しみながらR・Dていきたいと思います。(場所は明倫小学校体南鼈です)

*第3回「カップルでフオークダンスJもいい出会い・そして気持ちの良い汗をかきながらみんなでワイワイ

と楽しい時間を共有しました。

そこにいる貴方・口・・そう!あなたです。次回は気軽に運動感覚でご主人・お友達をれ て遊びに来て下

さい6

*「学校へ集まろう」も1回目から70名近くの参加者があり、順調に船出れ ました。これも会員雄 ん

が初めての方とか、お友避 わ てのご参加・ご協力のおかげで、心よりお礼申し上げると共に引き織きご

支援の程よろしくお願い致します。

明るい笑顔をかわし手を取り合つて、フ
～

ダンス仲間の輪を大きくし、人と人との出会いを大切にしな

がら、楽しい思い出をたくさん作りましょう。

次回「学校へ集まろう」は、7月 20日 (金)午後7申0分からです。

倉田山中学で新しい出会いを !!



劇1無1綺1年記念全日‐1本 FDI大会N喜調に参加して

永井 嘉子

5月 18日 (金)～ 20日 (日 )の三日間、北は北海道から南は沖縄まで総勢7,000名余りの参加で

長野のオリンピック施設を中心に記念大会が開催されました。

18日早朝参加和 5名で、パスを貸切り長野に走行しました。長野について、午後から始まる記念

式典や、合同プログラムに出席のため、とっておきの衣装に替えて、エムウエープの会場の席につき

ました。会場には三笠富宗仁親王殿下のご臨席もあり、そして会場は目を見橘 ようなきれいな衣装

で花が咲いたよう相鮮やかなものでした。

ラトビア・ポーランドロドイツ・スペインの外国のグループがパレクバンドと一緒に来日しており、デモ

そして合同プログラムに於いては私達と一緒に踊つてくれました。

会場の片側には、民族衣装やCD串闘フォイ ンス用品の出店が並び気の早い人は効 ―卜や

ブラウスを沢山買い込んでおりました。夜は全員ナイトパー です。

19日朝、日本最古の御仏を祀る善光寺へ、「牛に引かれて善光寺まいり」と言われる善光寺は、古

くから宗派の別なく極楽浄上の門として親しまれてきたそうです。「牛に引かれてJとは牛のつのに布

がひつかかりそれについていつたら、お寺についてたまたま信仰心がおきたということらしいです。

さて、年前中はCDの講習会と、期待しておりました日本人グルニプのデモです。デモでは、スウェ

ーデンのハンポをみせてもらいました。夜は外国グループの公演です。

20日 (日 )今日は最終日です。ポーランドの講習会そして感激のフィナーレに参加して、思つたこと

は今回の大会は、結構みなさん楽しまれて、輸の中に入り軽やかにステップをふんでみえたというこ

とです。又次国の5年先が楽勝 です。

第14回全国スポーツレクリエーション祭に向けて

野田 冨美子

すでにご存知のように今年度のスポレ例素は二重県で開催されます。11月 10日、11日、12日

二重県下各地各会場で全国からの参加者を迎え、熱戦が繰り広げらボなす。

フォークダンス部門の会場は上野市です。競依会は各県1チームの参加ですが、開催県である二重

からは6チームの選手を出します。協会からは2チーム出場することになりました。     ざ:

真珠チーム お際 んチーム

赤松 明子 山本 陽美 竹内千息子 高木香代子

宗林ひろ子 梅川由紀子 畑 和子 補木せつ子

高尾 功子 森 本 絹 永井 嘉子 碓井 洋子

課題曲は、ショートケーキ、スダルシカ、ス陽レディ、ムグルダンツィス、の4曲です。この内のどれ

に当たるかわかりませんので、4曲ともマスターしておかなければなりません。選手の難 んは練習

を重ねています。伊勢での練習は、4月一
`回

、5月-2回、6月-1回と、これまでlお回の練圏喰を

もちました。加えて県での合同練習が2回行われました。開会まで4ケ月 ::よリー層の練習が期継

れます。尚、伊勢からの運営委員は、下記5名が担当します。

西世古幸子 西村美代子 堀尾由紀子 竹内 勇子 野田冨美子

腱 んの応撻 、よろしくお願いしま―す。
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・
年老いた母と、甘えん坊の愛大にすまないと思いつつ、フォークレポートの増永さん率いる33名で |

の、モラビア(チェコ南部)、 スロバキア15日間のツアーに、中村倭文子さん、宗林ひろ子さんと一緒に
|

参加させてもらい7月4日に帰つてきました。                         |
ツアーの内容は、週末3日間 開かれる、フォクダンスフス テパル2ケ:爾こ加え、プロ民族舞踊団公演 |

観臓を5回、そしてその舞踊団のメンバーと盤事、ダンスでの交流を3回、農村|力て村の舞踊団との
|

それを2回、他|… 3回、また、時には馬車に乗つたり、山での羊パーティとか、どこへいっても音 |

楽と力強い歌ごえで迎えられ、送られホテルヘ帰るのは、夜中の12時、感激で興奮状態の毎日でし
|

た。どれも昴 崇 たいのですが、私が一番心にのこつているし、これからもフォ→ ダンスを通じて l

考えていきたいことは、村へ入つての交流のことです。村の殆どの人が子どもも犬(?)も歌えおどれ、|

生活の中にフォーつ撃レスが自然と生きている。そして彼らは、自分の村にほこりをもち、大人の中に子 |

L●ユ■_‐ ‐■ _‐.“‐‐‐.■‐_ユ__L“"=ヽ ,  ,電●.■ ―⌒――■   ,_● ■_ .`_… _L i●工 _= ・ら一    ・ :どもたちをしつかり根づかせて生きている。そういう生の姿をしつかりみせていただき、これがフォーク
ダンスの原点だと思つたことです。
録音はしてありませんが、あの力強いホレホロンスキーチャルダッシュの歌声は、一生私の記憶から

は消しさることはできないと思います。

宗林 ひろ子
チェコ、スロバキア、フォークロに参加しました。久し振りです。ヨーロッパアルプスの最東端にあたリポ
ーランドとの国境に広がる山地、雄大な山並みを背後に広がる原生林、点在する大小の湖等、すがす
がしい自然に日まれた地でフェステバルが行われました。力強《K音楽、歌声は何ともすばらしく、ま
たそれにと擁 うダンス、このエネルギッシュな力はなんだろうと思い、一瞬目を見張りました。スカート
の広がりがパラソルをまわしているようです。R― t手でふれ、見ることも出来、彼等と一緒に踊れ
た事等何とも言えぬ感動の旅でした。

中村 倭文子
チェコ・スロバキアの事は、今まで何も知らず興味擁 かった私、でもさそつて頂いて、思い切つて旅を

して本当に良かつた、これから婦きになりそうです。まず、民族衣装の素晴らしさ、男性も女性も腹の底
から出る、きれいな歌声に合わせて踊る。子供の頃から齢 ているので リヽズムの早い曲も楽しそうに
踊つているのにびっくり。
交流会詢 度もありましたが、いつも言葉は通じないのではがゆい感じでしたが、無 笑顔で通じる

ようでとても楽しいふんいきになりました。やさしく手を取つて踊つていた離 、素朴でかわいく気の良い
人達ばかりでした。
広い壮大な景色、野原には日本と同じような花が咲き乱れ、きれいだった。雨の喘 ありましたが、ほ

とんど良い天気に恵まれ、毎日の様に色んな踊りをあちこち移動しながら思う存分見せて頂き、本当に
一生の良い思い出になりました。誉 んもぜひ一度行かれてはいかがでしょうか。感動の連続でした。
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遅ればせながら広報部員紹介です。I!どヤ
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