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伊勢フォークダンス協会 審0596(25)1577

50周年大会ニュース

』 コ はなのサァークル いせフォークダァーンス ♪♪ 私たちの愛する 協会のうた、

みなさん、うたっていますか。先日たのしい振りつけも完成しました。50周年記念大パーティ (H
15.4.27.於 サブアリーナ)で体育館一杯に大きな輪をつくり、大きな声でうたいながら… E E

ウフフ、イメージするだけでワクワクしてきます。

ダンスパーティにむけて、連曰くりひろげられている フリータイム由の練習、コーJLタイム由の
練習、コールタイム曲の方も、各サークルでそれぞれ練習力ヽまじめられ、着々と準備がすすんでいま
す。

また、記念誌も大まかな企画がまとまりました。みなさまの日頃の活動ぶりを、カメラもつてお邪
魔する日も近いと思います。

他、舞踊団招へい、式典、デモ等の事業も続々と企画、検討しています。

この記念すべき50周年に協会の一員であることは、とてもラッキーです。実行委員を中心に、み
んなで準備をし、フォークダンス活動の思い出の、一頁を超はなや力ヽこかざりたいものですね。
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ワールドカップtサッカーの決勝戦終了後、テレビカメラはドイツの名キーパ■ カーン
がゴールの柱にもたれて放心状態で座り込んでいる姿を延々と写していた。素晴らしいシー
ンであうた。敗軍の将の無念の気持を現していた。守護神カーンは、縦横に跳び上がり空中
を斜めにすつとび球に飛びついた。手をふまれ指先を薬品で冷やし頑張つたが、幸運の神に
見放され体勢をたてなおすひまなく点数をとられた。
名シーンは予期せぬ状態で出現する。私にとって一生忘れ得ぬ感動シーンであった。これ

までのlヶ月間、激闘、興奮、歓声、異常なナショナリズムの高騰、毎日が熱つぱくはなや
かであったがそれを締めくくる、カーンのまわりだけに漂う、静寂の雰囲気であり異空間で
あつた。名場面は仕組まれてできるものではなく、突如あらわれ、感動を残して去る。



各部だより

だより

1)6月 21日 (金)いせハンドinハンド加盟団体による老人ホーム訪間は、協会代表
として すずらん に参加してもらいました。すてきなダンスを2曲踊つてもらいたく
さんの拍手をいただきました。すずらんさん朝からご苦労様でした !

各、サークルの皆さんに協力してもらつたおかげでたくさんの品物寄付ができ、とて
も喜んでいただきました。ご協力本当にありがとうございました。
2)6月 30日 (日 )サンライフ伊勢にて 13:00～15:40の間、全国フォークダンス・ レク
巡回講習の伝達講習を行いました。フォークダンス 4曲・ レクダンス 1曲がなごやかム
ー ドで終わりました。
※ 次国の予定
1) 夏期フォークダンス伝達講習会 8月 4日 (日 )労働福社会館2Fにて (10時～12時 )

2) ルーマニア講習会   9月 11日 (水)労働福社会館2Fにて (夜 7時～9時 )

えスポーツフェスティバル2002が葛

毎年、行われていますフェスティバルが、この秋 9月 23日 (月 )に鈴鹿青少年セン
ターにて催されます。10:00～ 15:00と 一日フリー参加で みんなで踊ろう をキャッチ
フレーズにしています。皆さまも一緒に参加していい汗流しませんか?

及部だより

①「学校へ集まろう」(沼木中学校体育館にて)

伊勢の中心から離れているため会員さんの参加は、
参加率が高く喜んでいます。平均32名の出席率で、
で踊つていますので会員さんもぜひ、ご参加下さい。

尚、7月 24日 (水曜日、7時 30分から9時まで)は最終日で、ミニパーティを予
定していますので、みなさんも、どうぞ、盛り上げに来て下さい。
②「ダンス in高柳」(高柳のふれあい広場にて)

高柳の夜店イベントの一つとして、始めて登場したフォークダンス。2回 日、3回 目
は、70人前後と多数の参加があり驚いたり、喜んだり'8● 。(更に子どもたちの参加
でまん中、小さい輸ができ、よりにぎやかで、・・ )。 会員さんの中で、毎回来て下さる
方や、夜店に来て、フォークダンスにはまつた人もいて、大きな輸ができました。最終
は7月 6日 (土)で したが、あいにくの雨で中止になりました。夜店の最終回でもあり、
多数の参加を期待していたのに本当に残念でした。でも、夜店に始めて登場したフォー
クダンス。手ごたえを感じつつ終了しました。ご協力、ご支援下さつた会員の方々、あ
りがとうございました。

いせしんみち さくら通りに、大きな、おおきなフォークダンスのサークルを作りま
しよう。明るい歌声と、親しみやすくリズム感溢れる踊りを披露致しましょう。
7月 27日 (土)伊勢の夜まつり 6時 30分～ お友達もご一緒にネ。待つていま

す !:

少ないですがその反面地域の方の

楽しく和気あいあいとしたムード



スポレク広島2002年
来る10月 5日 ～8日広島で開催される 第 15回 全国スポレク大会のフォークダン

ス部門の二重県代表は全員伊勢フォークダンス協会より選ばれ、下記の6名です。

みなさん応援してあげて下さいね。

因 由紀恵  (ひまわり) 竹内 勇子 (ポピー) 中村加津子 (ひまわり)

西世古幸子  (たんぽぽ)堀 尾由紀子 (コ スモス)村島なよ子 (ひまわり)

六輝 (六曜)のおはなし

昔から私たちの生活の中で「大安」「友引」「仏滅」は非常に大きなかかわりを持つてま

す。現在でも、結婚式や葬儀の日取りを決める時、必ずといつていい程重要視されていま

す。では、この六輝はどのようにして決められているのかご存知ですか。

先日、いせ トピアの講座を受けて戻つて来た夫くんが「今日は面白かつたあ、いい話が

聴けた・ ・」といつにな く満足した様子。そして「この話はあんたもしらんやろう」と

いいながら資料のそのページを開いて説明してくれた。それが六輝の決め方だつた。皆さ

んにもお教えしましょう。

これは中国から入つてきたもので、特別ないわれもなく計算だけで決められています。

その計算法は旧暦を用います。

1.旧暦の月と日を加算する。2.その「数」を6で割る。

3.その時に出る「余り」の数で六輝を決める。

余り 0-大安 1-赤口 2-先勝 3-友引 4-先負 5-仏滅

例えばH14年 6月 15日の旧暦は、5月 5日 です。5+5=10
10÷ 6=1あまり4 よつて、6月 15日は先負です。

あなたも、やつてみてください。旧暦を用いることをお忘れなく。

毎日毎日 ごくろうさんやな。ところで、フオークダンスつていつたいなんやの。

世界の民族が祖先からずつと踊りつづけている民族舞踊のことで、巾は広いし奥も

深く、中には,ち ょつとむずかしいものもあるけど、楽しくつて、かなわんわ。

母 フーン、あんたら日本のは、おどらへんのかな。

私 そやな、今年はお盆にも、コスチユームつけておどりにいこうかな。

母 まさか、そのヒラヒラのスカートをはいていくのとちゃうやろな。

私 あつ、そうか、日本の民族衣装は、着物でした。 な



新人の気持ち B 子

私は60才台後半ですが、半年ほど前にフォークダンスのメンバーにいれていただきまし

た。急に始めたものですから、少し足を痛めています。今度の例会はお休みにして足をいた

わろうと思う気持ちと、「いや、いや、休んではいけない。少しでも頑張つて他の人達の迷惑

にならないようにしよう。Jと おもう気持が入り乱れ、結局は特別に練習をつけてくれたり、

落ちこむと優しいことばで励ましてくれる指導者の方たちや、サークルの人達の明るい笑顔、

楽しい雰囲気に誘われて、出席しています。

今までは、年齢を考えて洋服などはなるべく控えめにしていました。然し、最近は明るい

いるが好きになり、買い物のついでに安いはぎれの中から、スカー ト用、ブラウス用と考え

て買い入れ、友人から借りたスカー トや型紙であれこれと考えながら作り上げ、次の例会に

着ていくと「よく似合うな」「若く見えるよ」などと皆さんが褒めてくれると嬉しくなります。

だんだんうち解けて、殆どの人と言葉を交わすようになり、日帰り旅行などバスツアーに入

れていただいて、お菓子の交換や、趣味の話で気心が分かり、仲良しの人もできました。

以前に比べて気分が若くなり、ダンスをすることで頭脳を使うからでしょうか、物事に積

極的なり、時間を作るためにテキパキと家事をこなしています。体を使うことで食事が美味

しく、健康に役立つていると思います。足も普段はなるべくいたわり、その内に慣れて丈夫

になることを望んでいます。今はダンスを上手に踊りたい気持で一杯です。もう10年早く

入会すべきだつたと悔やんでいます。

常識と個性
  磋D量プタ

1気の長い人 2財布の中を知つている人 3傘を持っている人 4挨拶のできる人

交通事故をおご由れ
'ス

などのタイプでιよう。(NHK新日本人の質問より)あなたはどの

タイプと思いますか?正解はイ験拶のできるスで九 JASの係員は交通事故の現場に行き

切実に感じてみえるようです。運転することは、他の人との議り合いで成立しています。 1

～3は個人的なことであります。自己中心でなく、他の人を考える余裕のある人は事故をお

こしにくいのです。

人間は社会形成動物であり、太吉の時代は自給自足で生活できましたが、現代はすべて分

業化され、他の人の力をかりずに生きることはできません。

また、一方では、個性を重視する時代です。因習にとらわれず新しい感覚で文学・芸術・

科学等あらゆる分野で個性を発揮したものが、時間をかけて、社会に受け入れられ流れを変

えて成長し、現代社会を形成しています。自分の才能を、技能をより磨き開花させてくださ

い。                                                                               ;

わたしたちの、いせフォークダンス 協会もまもなく50周年を迎えます。メンパーも約

400名になりました。いろいろなタイプの方が参加しています。交通事故ばかりでなく、

おたがいの和にも挨拶は、必要と思います。朝こばれるような笑顔で挨拶されて、 1日 中気

分よく過ごすことこともあり、えがおは笑顔で返しましょう。

嫌われるタイプは、自分を、または家族自慢を毎回のようにする人です。視野が狭いので

しょう。他の人の話をしずかにききその生活態度、考え、生き方に共感したり、反省するこ

とも必要でしょう。あるいは旅にでると風景・気候・食事・生活様式等すべてが珍しくじぶん

のしらないことが世の中にこんなにたくさんあるかがよくわかります。

井の中の蛙にならず、大海に出て泳ぎましょう。人間が謙虚になります。



ルーマニアのフォークダンス

ルーマニア ROmania ※ 英文表記Rumania
ルーマニア語では、ロムニアと呼び、ローマ人の子孫の国という意味。

地  理  南東ヨーローッパに位置。北はウクライナ、北東はモル ドバ、東は黒海、
南はブルガリア、南西はセルビア、北西はハンガリーに日まれている。

さて、フォークダンスでルーマニアと言えば何が思い浮かびますか?「ホラJです。
これはルーマニアのナショナルダンスで 2000種類位あるそうです。もう一つはサルバと
呼ばれる踊りで300種類位あります。両方とも簡単な踊りで誰もが長時間にわたって参加
出来ます。
一方、ルーマニアは民族舞踊が非常に盛んで独特のものがあります。その踊りの特徴は

パルカン地方特有の細かいステップの速い動きと、跳躍が多いことで、たいていの踊りは
シングルサークルで踊られます。
民族衣装は、その地方によって特色があります。トランシルバニア山地の服装は女性の

スカート、ブラウスともに自木綿。ブラウスはゆったりしたラグラン袖で前は毛糸の房付
きの紐でしめます。真珠、貝殻、花などで飾つた冠をかぶります。男性のズボンはゆった
りとし、シャッは袖や裾の下端の横糸をぬき、それを飾りとします。祭日には女性は伝統
的な冠や首飾りをつけ、衿も胸も一面を原色で刺しゅうした豪華な晴着を着ます

日本に紹介されたルーマニアのフォークダンス
アルネルー・イツェレロゲゼシュ・ジアナ・マリオアラ・チェンカニータ・プレアザ・
プロモロアカ・ホラサトウルイ ディン ムンテニアロタリーナ デラ アプルー ド・
ホライソニッツァ・ホラ ペ ゲアツアロチョコラーヌ 等々
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耳寄りなお話
IT(パソコン)講習受講者募集
対象者 20歳以上で、二重県在住の方限定です。(昨年度 lT講習を受けられた方も再
受講可能とします。)無料 テキスト代 300円必要
講習会場 いせコンビニネット「パソコンふれあいセンター」研修室
申し込み方法 「パソコンふれあいセンター」会場にて申込用紙に記入のこと。
問合せ先 いせコンビニネット「パソコンふれあいセンター」電話 26・2652
場  所 伊勢市神田久志本町 1547 いせトピア信号機そば

川日外科・イタリアレストラン「ボォンクォーレ」隣り
定員になりしだい締切・受講者が少ないときは中止することが有ります
コース名 日 程 時 間 定員
No. 11 7月 27・ 28日 (± 3日 )2日間 全日 9時～16時 (各 6時間) 20名
No. 12 8月 6～ 9日  (火～金)4日間 午前 9時～12時 (各 3時間) 20名
No. 13 8月 27～ 30日 (火～金)4日間 午後 13時～16時 (各 3時間) 20名
No. 14 9月 3～ 6日 (火～金) 4日 間 午後 13時～16時 (各 3時間) 20名
No. 15 9月 2・ 4・ 6・ 9・ 11・ 13日

(月・水・金。月・水・金)6日間

夜間 17時 30分～21時 30分
(各 2時間)

20名

ワード・エクセル・ホームページ・インターネット・メール・ペイント・デジカメ
名刺作成等のスクールも有ります。センターで日程を見て、直接申し込んでください。



務局だより

○ 常任理事会報告

研修都 市民芸能祭 ダンスの部 11/24(日 )10時～ 1

普及部 高柳夜店でフォークダンス終わる。

カップルでフォークダンス 7/20 3/17

文化レク部 伊勢の夜まつり 7/27(土)世界館横交差点

2時 いせ トピア

天王祭 7/14 1730～  「輸舞J20名参加

18:30～

“よさこいソーラン」

おおまつり 10/13(日 )夕方

準会員制度について、 勇Wでの宣伝 (旧アミーゴ)、  公認指導者推薦基準、

50周年配念行事式典について 等 検討しました。

O関連団体会議へ出席  5/16、 6ノ5 伊勢レク協会理事会
5/21 三重県FD/日本民踊連合会・FD/レク部理事会
6/19 同上

6/20市民芸能祭打ち合わせ 市教育文化課
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各サークルの会員数 (母体)380名      H14、 6,30現在

せかい的な不況が続きます。高度成長期じだいの日本をすこし覚えているために、一層

落ちこんでいる私たち、どうしたらこの気分から抜け出せるのでしょうか?

せめて伊勢フォークダンス協会員だけでも、あかるい気分で踊り、他の人達に元気な活

力を与える雰囲気をつくりたいですね。いろいろあるけど、がんばるかあ ::

ロンドも明るいふんいきで、いきたいです。試行錯誤をかさねています。できれば会員

が気楽にさんかして、じゆうな投稿で成立したいですね。まもなく100号です。意見を

よせてください。まっていま―す。
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コスモス 34 ひまわり 35 なでしこ 22

民舞研 8 ポピー 32 はまなす 22

すずらん 41 カトレア 34 マーガレット 34

たんぼぽ 40 すみれ 42 アマリリス 24

あさがお 12


