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スポーツ、芸術、食欲、読書、000の 秋…
・
・ やはり私たちは、まず フォークダンスの秋
ですね。
11月 10〜 12日 には、全国スポレク 2001 が二重県で開かれます。またとない、この
機会、みんなでふるつて参加しましょうね。

常 任 理 事 会 報 告 第3回

7月 9日 午前

事務局にて

.

各部の報告と討議

◎普 及1部
・ 7/6第3回 カップルでフォークダンス 9カ ップル参加 この内2カ ップルが新人。9月 ごろ4回 目
を計画
・ 学校へ集まろう4回 目 若いお母さんたちと男児5名 の参加もあり楽しい時間を持てた。
Eジ ュニアサクール講座終了 今後若い親子を中心にジュニアサクールを発足させたい。すでに世話
役は決まっているので今後のことはこの世話役におまかせする。
◎研1修 1部
・ ハンドinハ ンドの企画で神路園を慰間 コスモスの有志9名 が各サークルからのお土産をわ て
参加。100名 近くの方々にたいへん喜んでいただきました。
・ 7/13サ マー講習会での受講者の勉強会。
・ 7/25市 民芸能祭実行委員会
・ 7/29伝 達講習会 サンア フ 13:00〜 16:00
・ 8/5ラ ウン躙 会…
・・現在のサークル指導者を対象
◎ 文化レクリエ■シヨン部
ロ ロシア民族舞踊 切符販売 7/8257枚
・ 7/22大 正琴練習会 いせトピア研修室 申込7/8現 在10名
・ 7/15街かどウォーク
・ 協会より4チーム参加
・

5:

轍議慇理盤墓庶

7用 4印
1為
々
が
方 、
見事合格されました。
おめでとうございます。
ますますのご活躍を期待いたします。
3級 合格者

永井

嘉子(ひ まわり)
香代子(ポ ピー)

竹内 千息子(ポ ピー)
赤松 明子 (カ トレア)

常任理事会報告

第4回

各部の報告と討議

◎隣 修観
・ 7/29「 伝達講習会」
参加都

8月 6日

午前 事務局にて

O①

3名 会計報告あり、残金5,060円 本部会計へ。
参加者のこえ 楽しかった。シルバーの人も出来ていた。マイクが聞こえなかつた。
・ 3/5「 ラウンドダンスJ(サ ークル指導者のみ受講可)参 加者15名 。
講師は稲沢市より来勢のため、交通費・土産薬子・謝礼1万 円必要 9,725円 赤字でした。
5曲5時間 印象 やつて良かつた。コールが丁率で良く判つた。例会でも踊れる
「芸能祭実行委員会」 10/3いせトピア 19130分 より
化レクリェー ショ:

◎

口「モスクワ子供民族舞踊」
努力の結果 合計298枚 販売。 残金574円 本部ヘ
・ 7/22「 大正琴でフォークダンスを」
申し込み13名 参加11名
残釦 60日 本部ヘ
今後、50周 年を目指して オクラホマミクサ他 6名 で練習する。
・「しんあ ,さ くら通り伊勢の夜祭り」 3/11に 参加しよう。18:30〜 19100世 界館横の4ッ 角

◎障 及割
・ 「いせトピア講座 ジュニアスクール」残金6,800日 本部へ。今後はサークルで活躍する。
3/24富 山小学校 (土 )予 定
・ 「カップル‐ ォークダンスを」
の中間会計報告あり。4回 目開催は10月 予定。5回 日は忘年会を兼ね
て1杯会にするか。(男 性の声)登録男性 14名 。
・「学校へ集まろう」 6回 終了。平均35〜 36名 参加。

◎

1広

報 剖 ・

8/10「 ロン闘駆鶴鋪軸
ヽ

1

◎ その個
・「合同クリスマス′i―テイ」
担 当 はまなすより

18:30〜 21:00会 費 5,000円 バス・会場都合のため 9月 理事会で参加者数 集計。
・
「50周 年実行委員会全体会議開催」
8/29(水 )い せトピア19130〜 応募記念歌 作詞の制定

協会合同クリスマスパーティのお知ら
日 時 12月

9頭 日)午後6時30分 〜9時

場 所 マリベール伊勢

会 費

み一んなで食べて、踊つて、クリスマスを楽協 ませんか。会食をしながらのデモタイム、コールつき
ダンスタイム、抽選でプレゼント等 計画中です。 送迎バスあります。
デモタイムまたはコールタイムを希望するサークルは9月 末日までに はまなす会長まで申し込んで
下さい。

理事会 報 告

第 2回

9月

12日 夜

いせトビアにて

1.各 サークルの現況報告
本部計395名 )
各サークル担当者よりの会員数報告。 最近多少の移動有り。(保 険加入者数 饉
コ ス モ ス 37(31)
46(39)
すずらん
カ トレア
48(44)
ひまわ り 42(38)
マー ガレッ ト 40(39)
なでしこ 40

43(41)
すみれ
47(31)
アマ リリス
ポピー
はまなす 30(26)
たんぼぽ
43(43)
各サークルとも、芸能祭等に向けて練習に励んでいる。楽しんで踊つている。いせトピアを会場
にしているサークルは、催しが多くなると会場確保が困難である(カ トレア)等 の報告があつた。
の団体加盟を承認。但し今年度のみ個人会費の上納
新しく発足したジュニアサークルあさがお―
免除。
2.各 部 の報告 と討議
キ 研修部
・ 7/29巡 回・サマー伝達講習会と、3/5ラ ウンドダンス講習会会計報告書を配布。
・ スポレク祭全国交流曲を各サークル例会に採り入れて行く。
・ 芸能祭参加者 FDよ り263名 プログラム用に氏名提出済み。(ダ ンスの部出場者合計341名 。)
・ 芸能祭実行委員会 10/319時 30分 〜いせトピアにて開催予定。
｀
★ 普及部
口「カップルでフォークダンスJ次 回は10/619時 30分 〜 いせトピア 第1会 議室。
「学校へ集まろうJ10/19は ミニパーティ予定。
・ 親子で踊る「あさがおJを 今後暖かく見守りたい。
・ 普及のため、今後初心者向け講習会を単発で開く予定。
★ 文化レクリエーション部
・ 「大正琴でフォークダンスをJ50周 年記念を目指して練習。同好会として発足。
・ H14年 度より伊勢市大祭に参加予定。市よりの連絡を早く貰うようにする。
′ 南勢地区11団 体組織改革委員会に委員として竹内千恵子、中村伸子 2名 出席。
・ 11/1 ついたちウオーク担当 すずらんです。よろしく。
口「ターンを楽しみましょう」 9/2910/620宮 山小学校 参加費毎日 100円
「皇帝円舞曲Jに 合わせてクリスマスパーテイ デモタイムで披露予定。
ヨハンシュトラウス
★ 9/23プ レスポレクの参加者参加費500円 は協会と民舞研で補助。11/11の 全国スポ
レクに参加用のパスを現在交渉中。手配でき次第会員に参加を呼びかける。
に決まり、作曲を
★ 協会の歌 コスモス家田さんの作詞「花のサークル」
「広報いせ」
等で公募
家族にも応募を呼びかける。(曲 に合わせて踊ることを考慮する。)
するが、会員 口
★ 現在 常任理事会は毎月第 1月 曜 日年12回 、理事会は年3回 開催 しているが、今後は間
題が生じた時に臨時理事会を持つ。(意 見があれば担当理事に伝えて下さい。)
★ あさがお・カトレア・すずらん 生涯活動フェステパルに出場予定。
★ 事務局 会計課に各部他、9/20ま での活動・会計報告を、10/1ま でに提出のこと。
民舞研

30
30

各 部 だより
「巡回講習会・サマー講習会」
◆
の伝達講習会終わる。 参加者 63名
・ストンプ (ア メリカ)
ティトン・マウンテン
高尾
レンダー
(ス ロベニァ)
田中
ジアナ
(ル ーマニア)
野田
ロ
ロ
レ ストルタ ダ・クラッシ (ス イス)
竹内恵
ふたりの 窓

柵半 ヽ

南

以上の5曲 を5人 の方が、指導してくれました。参加者からは
「楽しかった「
」よく踊れた」
の声を
聞きました。きっと例会でも、この中の数曲が踊られるでしょう。そして、協会の共通曲として残
つていく曲もあると思います。
次回の伝達講習会は、来年の2月 頃を予定しています。次回も奮つて参加して下さい。
◆伊勢市民芸能祭報告
芸能祭の出演者の人数決定 (8月 末)合 計 267名
昨年に引き続き今年もたくさんの方 々が 、出演となります。きっと華やかで盛大なイベントとなる
事でしょう。各サークルとも11月 25日 (日 )を めざして、がんばって下さいね。お似合いのコス
チューム に包まれた皆さんの実顔が、日に浮かぶようです。本番までどうぞ体調を整えて下さ
い

オ 3。

違1絡 ‐● 第1口芸籠恭実行委員会を開催t
日時 : 10月 3日 (水 )7時 30分
̀

文化リクリエーション部
◆8月 11日「第 1回 伊勢 の夜祭りJに 、見物 の子供達も入 り73人 の会員さんが参加して、ォクラ
ホマミキサー他4〜 5曲 を、暑 い夏の夜のひととき楽しくおどりました。皆様 ご苦労様でした。
普 及部

巣 立 ち

◆ 伊勢トピアで開催された
「ジュニア親子講座」
も楽しく終了数しました。その後、お母さん達が
中心となつて話し合い、サークルとして可愛い花を開かせる事となりました。2001年 にふさわ
しく、新しい、そして若い親子のサークルの旅立ち !担 当部としては、嬉しい巣立ちでもありま
す。これからも人生の先輩である会員のみなさま、長く暖かい日で見守って下さい。
◆ 第4回「カップルでフォークダンス」
を10月 6日 (土 )伊 勢トピアで行います。(第 1会 議室 19:3
0〜 21:30)今 回は、懐 かしいウエスタン調のカントリーダンスもメニューに加えて、ステキな
男性の講師を予定しておりますので、気軽に運動だと思い一度のぞいて見て下さい。そしてジ
ュニア同様にいつかは巣立ち出来るよう願つています。
◆「学校へ集まろう」
も残すところ3回 になりました。(9/21・ 10/5・ 10/19)最 後の10月 19
ニ
日(金 )は ミ パーティを予定しておりますので、会員の皆様もお誘い合わせのうえ、たくさんの
ご参加をお待ちしております。そしてこの
「学校へ集まろう」
の参加者の方から、終了後も
「続
けてみようかな?」 という声を聞き、協会のサークルを紹介させて頂きましたのでその節は宣じ
くお願いします。

==50周 年実行委員会

ニュース

==

騰 の歌 家田さん価 の 花 の サー クル に決定
伊勢フォークダンス協会50周 年を記念して、協会の歌をつくることになり、その歌嗣を募集したとこ
ろ、11由 の応募がありました。ありがとうございました。どの作品もフォークダンスヘの思いがいつば
いつまつたものでした。そして、フオークダンスを愛する気持が大変伝わつてくるものばかりでした。
8月 29日 の50周 年実行委員会で、2時 間に及ぶ厳正な審査の結果、家田奈於子さんの 花のサー
クルが選ばれました。ひきつづき、この歌詞の作曲を広く公募いたします。(詳細は後日発表)
伊勢フォークダンス協会歌が‐ 、歌声たからかに、ますます伊勢の地にフォークダンスの輸が大き
く
なつてゆくことを記念したいと思います。

花のサー クル

2

ー

キ

あなたもわたしも ノ」甕L≧ 江に

さあさ 愉 しくおどりましょう
ステ ップ ステ ップ 1,2,3
リズムに合わせて らん らん らん
花のサークル 伊勢フォークダンス

気分は爽快 リフレッシュ ´
｀
若 くな ります ほうらみな
あなたも笑顔 わた しも笑顔
手を手をとって ご挨拶
ステップ タッチ 1,2,3
リズムに合わせて らん らん らん
花のサー クル 伊勢 フォー クダンス

3

晴れのステージ .出番です̲
ヾヽ世界の踊 り 軽やかに
あなたとわたしのコスチ ューム
似合つています 素敵です
ステ ップ プラッシュ 1,2,3
リズムに合わせて らん らん らん
花のサークル 伊勢フォークダンス

どうぞよろしく

あさがお会長 阪井 真由美
とサークル名が決
「あさがお」
私達は、今まで ジュニアスクールとして練習してきましたが、今回新たに
まりました。学校・幼稚園が休みの第2・ 第4土曜日に明倫小学校の体育厳 お借りして親子で練習してい
ます。今は、芸能祭に向けて子供達も一生懸命に毒蘭いていますが、4嗜 い子供が多いため、体調不良な
どで、なかなか全員が揃うのが難しくご指導して頂く先生方にずいぶんご迷惑をおかけしています。これ
からも親子でフォークダンスを楽しんで踊りたいと思います。

モスクワ測期国嗣 ベ スニユシユキの子供違

楠木 せ つ子

去る7月 23日 、伊勢観光文化会館にてロシアの子供達の民族舞踊を観賞させて頂きました。この日の
来るのをとてもたのしみにしていた私です。
レ
今でも深く印象に残つているのは、ソロで 柳の踊りです。淡い水色のベールに包まれたオリガ マ′
ーギナの、なめらかな体の線、眈 やかな手の動産、いうにいえない気品と、やさしさが満ああふれ、まる
で木の妖湘睦みているようでした。
そしてもう一つ、きゆうすの上にかぶせる人形の踊りです。ソロとは全く対照的でこつけいで楽しくて、そ
間違えることな
れでいてとても可愛いのです。きゆうすの日りを息弾ませて踊る姿、あの機難なス
"力
・"・ 他の子供達も全員がみんなそうであって終始にこ
やかに、ス
正
く生き生きと一生懸命踊る姿・
・私達観客を大いに魅了させてくれました。
"力
しくふみくるくるまわりi願 6・・
歌も踊りも全て素晴らしく幕が下りてからも、私の心をとらえるこの感動は何処から来るのでしょうか。子
供達のスマイル ?正 しいステップ?きれいな衣装 ?い いえ、それは団員全体の心、チームワークであり、
教える方も教えられる方も一体となって事を成し遂げる、これこそ誠の精神であります。5才 で舞踊学校に
入つてダンスを習い訓練されてきた中で選りすぐられた子供達ですから、当り前といえばそれまでです
が、でも私はこの子供達からロシアの民族性をロシアの文化を推じ量ることが出来たように思います。
ン ークダンスに入らせて頂いているお陰で地元で日の当たりに国際的民族舞踊をみせて頂きほんと
うに幸せ :有 り難い事です。
私達も及ばずながらあの子供達のスマイルのように、自然にほころぶほほえみを身につけていきたい
ものです。

わたしはロシアめ子どもたちのようににこにことわらつてフォークダンスをおどろうと思いました。

・■ 駐 ■ ●

楠木 悠希
わたしはおば秘 やんといつしょにロシアの子どもたちのベス亀 シュキのおどりをかんこうぶんかかい
かんへ見にいきました。遠いロシアの国から日本へきてそして伊勢まできてく
れたのです。ぶ台で見た子
てすごく
きれいでした。
どもたちはみんなにこにことしてえ顔でおどつていました。かわいく
あんなにいつぱい人がいる前でむずかしいおどりをなんかいもおどつていたのですごいなあと思いまし
うれしかつたです。
た。わたしはさいごにブルーのいしょうをきた女の子とあく手をしてもらつてすごく

わ ミ

