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 「夏期フォークダンス指導者講習会」 

         神奈川県フォークダンス連盟 副会長 小林正和 
 

平成１５年度、第４３回・静岡、千葉、神奈川持ち回りのフォークダンス指導者講習

会（通称サマーキャンプ）が７月１２日(土)～１３日(日)に開催され、事故もなく大成

功に終了しました。今回は会場もレイクアリーナ箱根、ホテル花月園、ホテルパウエル

も二度目。県の指導者研修会等で何度も利用している施設の為、細かい配慮も行き届き、

講習曲 7 曲の難易度、時間配分もマッチし、又利用者が多かった７社の出店は今迄にな

い華やかさでした。 

 講師の先生（横沢勇二氏・鈴木俊子氏・萩原靖恵氏・西川冨美子氏）には熱心なご指

導有難うございました。参加者の皆様には運営がスムーズに出来た御協力に感謝いたし

ます。役員の皆様には立ち上げから反省会まで、長い間に亘りご苦労様でした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         サマーキャンプ回想記     小林正和 

昭和４１年度の第７回･関東甲信静連合会(神奈川､新潟は未加盟)夏期フォークダンス

指導者講習会が鎌倉の学生会館で(現・花月園)参加者１５０名で７月１３日～１５日で

開催されました。その会がきっかけで､お世話役で参加者の高橋愼市前会長、故小川江美

先生、故山田耕太郎先生が発起人となり昭和 42 年に神奈川県フォークダンス連盟が発足

し、関甲連にも加盟しました。 
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“涼しい箱根 de” 

「夏期フォークダンス指導者講習会」 
  副理事長 青柳八重子（記録係） 

 
 去る７月１２日(土)１３日(日)の２日間にわたりレイクアリーナ箱根において、平成１５

年度「夏期フォークダンス指導者講習会」が開催されました。梅雨の盛りの時でしたが、雨

模様の晴れ間をぬって集合する事が出来ました。今回、千葉県３５名、静岡県５４名、神奈

川県１８４名、その他の県２名、合計２７５名の大勢の方々が参加されました。 
定刻どおり１２時３０分より受付開始、担当役員の手が足りず、空いている役員はお手伝

い、小林副会長までお手伝いいただき、無事開講式までに済ませることが出来ました。 
 開講式は何時もの通り楽しい米倉会長の歓迎の言葉から始まり、早速､実技１に入りました。 
実技１は横沢勇二講師の軽妙な話術でブルガリアの踊り、「オイ・デヴォイチェ」を指導され

ました。リズムの難しいこの曲を皆さんはとてもきれいに踊っていました。続いて２曲目「デ

ィア・ナーゲルシュミート」(スイス)もパートナーの西川冨美子講師と軽快に指導して下さ
いました。 
３曲目は静岡県の鈴木俊子講師、曲は「ウィンドミル・カドリール」（アメリカ）です。 
モデルセットの方を紹介しますと女性陣は鵜澤敏子さん、新村明子さん、渡辺和巳さん、内

田美智子さん、男性陣は覚知忠雄氏、並木達司氏、門松茂雄氏、佐久間理夫氏のそうそうた

るメンバーでモデルを勤めて踊って下さいました。実技２に入る前に３０分の長い休憩時間

がありました。この間はショッピングタイム、ロビーに出店しているコスチユ－ムのお店で

品定め、アッという間に時間は過ぎ去っていきました。 
実技２は千葉県の萩原靖惠講師、曲は「ハサポセルビコス」（ギリシア）。きびきびと解り

やすく指導していただきました。「ポンガウワー・ワルツァー」（オーストリア）横沢勇二講

師が小鮒吉子さんと優雅に指導して下さいました。この様にして1日目は無事終了。 
２日目の実技３は復習から始まりました。そして講習曲の６曲目「ナ・モストーチケ」(ロ
シア)を横沢二講師と萩原靖惠講師でロシアの雰囲気を出して指導されました。 
最後は「サルティー・ドッグ・ラグ」（アメリカ）を西川冨美子講師と横沢勇二講師で軽快

に指導して下さいました。この時、西川冨美子講師の「サルティー・ドッグ・ラグ」につい

てのお話があり、とても興味深く聞きました。そして誰でも知っていて踊れるこの曲を改め

て指導する難しさを感じたのは私だけでしょうか？ 以上講習曲は全部終了し総復習をしな

がら、それぞれの講師からさらに細かな注意を頂いて閉講式となりました。 
今回感じた事は２日目の日程が大幅に変わったことでバスの時間の変更やチケットの変

更等、遠方から参加されている人は戸惑ったのではないかと思います。何はともあれ全員無

事に終わる事が出来、よかったと思います。 
お疲れ様でした。 

 

 ☆ ７月２７日（日）県連主催伝達講習会を 
  県立体育センターで開催しました。 
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おめでとうございます! 
 
   （財）日本レクリエーション協会より功労賞受賞 
                 理事長 門松茂雄 氏 
 去る９月１７日広島国際会場で行われた第５７

回「全国レクリエーション大会ｉｎ広島」の開会

式において、川村会長より表彰状及び記念品が授

与されました。 

これは神奈川県フォークダンス連盟並びに横須賀

市レクリエーション協会の役員として、永年に亘

りレクリエーション運動普及振興に尽力された功

績を、評価されての受賞です。    

      心からお祝い申し上げます。 

 
 

 
 

 

 

 
  ☆フォークダンス巡回講習会 藤沢会場 

日 時：６月 ７日(土) １３：００～１６：００  会 場：秩父宮記念体育館 
講 師：大西弘美 氏 （大阪）       参加者：２５１名 
講習曲：①ホラ･ラーラ･ディン･オルテニア    ②クラースナヤ･ジェイヴィッツァ 

     ③ラ･ピピラ   ④ブルタータ･ディン･ダイショアーラ   ⑤カルーセレン  

    ⑥メイプル･リーフ･ジグ 

 ２回目の巡回講習会の為、かなり踊られている様で、戸惑う人が少なく多人数の

わりには整然と受講した様に思いました。 
 
 

☆公認シリーズ講習会③ 
日 時：６月２９日(日) １３：００～１６：００   会 場：県立体育センター 
講 師：綿貫浩一氏、ご夫妻    参加者：５５名 

 基礎ステップを練習後、講師からメキシコの踊りと、そのバックグランドについ

て教えて頂きました。受講生の態度が、とても良かった、と感じました。 

 

 

☆レク･ダンス講習会 
日 時：６月２９日(日) １３：００～１６：００   会 場：秩父宮記念体育館 
講 師：山口紀子 氏 （千葉）             参加者：２１２名 
講習曲：①ひょっこりひょうたん島 ②冬のタンゴ ③桜待ち ④しあわせのうた 
    ⑤世界に一つだけの花  ⑥Im in the mood for dancing  ⑦ムカシ 
 中高年のフォークダンスサーの人達はカップルダンス、リズム体操の人達は、ひ

とり踊りをと夫々に楽しそうでした。 
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  県連 35 周年記念､海外研修旅行（オーストリアとチェコの旅） 

 

旅行に参加して  
 

＊オーストリア  
綱島 FDサークル 宮田 幸子

 ９月８日オーストリア、チェコへ出発、ザルツブルグへドレミの階段等でサウンド

オブ ミユージックの世界を堪能、岩山に建つホーエンザルツブルグ城へ、町が一望出
来とても素晴しかった。モーツアルトが生まれた家も博物館として現在も残っていま

す。ウィーンではシュンブルン宮殿を見学、その広大さと豪華さに溜息、何処もお花

が綺麗でした。 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
                            
                          
   
 

＊交  流  会 
 
 ロジュノフでの交流会は初めての事で

緊張しました。夕食をとりながらお互い

に片言の英語を介しての会話が弾み、和

やかなうちに終わりやがて踊りの交流

会、生演奏で歌いながらのダンス、働く

作業をダンスにした珍しい若さ溢れる踊

り、ユーモアも笑いもあり感動しました。

ブリーボラクの交流会は歌声の素晴らし

さに驚かされました。スカートが長く、

クルクル廻る姿が印象的でした。私達の

ダンスは半分に近い“歌って踊る”事を

学びました。 

   （マロン FDC､参加者一同）
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        ☆コース・アウトライン （並木団長の説明） 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

海外研修に参加された方々の一言・感想（川崎-横浜-湘南-県央･地区） 
 

＊並木達司 (KTT民族舞踊研究会) 団長 
   心のアルバムに楽しいダンスと、素晴らしい景色をきざみました。いつまでも    
  良い思い出にします。 

＊門松茂雄 (野比 FDクラブ) 副団長 
   楽しかった旅の終盤、サヨナラパーティーの帰り夜空に浮かぶプラハ城の夜景  
  の素晴らしさは、いつまでも忘れられません。 

＊古橋芳江 (ファーストレク) 
 現地でのお祭りエヴァ＆ラディクのレッスン、各地での交流会と気分も最高      

  でした。県ＦＤ連盟創立３５周年、最高 ! バンザイ!！ 

＊竹嶋隆子 (マロン FDサークル) 
   初めての海外研修旅行で心配でしたが、フェスティバル会場の立地条件同じ 
  舞台で踊れた事がとても良い思い出でした。 

＊松井ひで子 (マロン FDサークル) 
   始めての海外研修旅行でしたが、団長から楽しい名前を頂き、楽しい思い出が 
  増えました。 

＊天野敦子 (マロン FDサークル) 
   フォークダンスをしていたお陰で、普通では行かれないチェコの田舎のお祭り 
  等とても楽しい、ひと時でした。団長のユーモアも最高でした。 

＊杉野米子 (マロン FDサークル) 
   始めての参加でしたが、ドレミの歌のザルツブルグ、モーツアルトのオースト 
  リア、チェコの小さな村のおばあさんの手作りパン、お祭り等楽しかった。 

＊大内俊子 (三ツ沢 FDグループ) 
   ドロナ・ロムニのフェスティバルに参加、お祭り大好き人間の私には堪えられ 
  ない２日間でした。 

＊宮田幸子 (綱島 FDサークル) 
   ザルツブルグでサウンドオブミュージックの世界を見て、もう一度あの映画を  
  見たくなりました。 

＊金谷康子 (綱島 FDサークル) 
   フェスティバルを見学して、出演者が一年に一回（？）の為に練習し、近隣の国々 
  も参加する立派なものでした。素朴で一生懸命に感動しました。 

 ＊９月 ８日成田出発→ザルツブルグへ ＊９日市内観光。 ＊１０日ウイーンへ

（観光）。＊１１日チェコへ、夜「ラドホシチ」のグループと交流、日本からのお土

産を渡す。 ＊1２日グループの代表者、昨年指導を受けたエヴァ＆ラディクのレッ

スンを受け、プリーボルへ、「オンドジェイニッツア」のグループと交流、村長さん

と記念品を交換し、夜ドロナ・ロムニ着。 ＊１３日再びエヴァ＆ラディクのレッス

ンを受け、夕方からフェスティバル見学。 ＊１４日再びフェスティバル見学後、プ

ラハへ、 ＊１５日市内観光、夜サヨナラパーティー。 ＊１６日プラハ発 →

＊１７日成田着。計２５名、全員無事、無事故で帰国しました。 ＼(^o^)／ 
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＊栗原ケイ (綱島 FDサークル) 
 感動、おどろき、素敵、素敵！！の連続でした。エヴァとラディクご夫妻のレ 
ッスンは頭から離れません。ううううう・・・・ 

＊持丸義乃 (綱島 FDサークル ) 
   10日間の旅行､素晴らしかった。ウイーン､チェコどこも素晴かったが特にお祭   
  りは本当に来てよかったと思いました。 

＊益永紀子 (FD赤い靴) 
   楽しい旅でした。唯、ウイーンでもう少し時間がほしかったかな? 

＊高橋總子 (戸塚フォーク会) 
   広々としたチェコの風景と、軽やかなターンのステップが印象的でした。ただ 
  ひとつ難儀したのは、しみとおる寒さ、思い出に残ります。 

＊残間つね (戸塚フォーク会) 
   エヴァとラディクご夫妻の元気な指導に巡り合え、本当によかった。 

＊阿部幸子 (横浜みどり FDクラブ) 
   プリーボル村の人たちの大歓迎、村の皆さんと一緒のダンス、フェスティバル 
   での色々な民族舞踊が見られ、子供たちがかわいかった。 

＊畑 君江 (横浜みどり FDクラブ)  
   ロジェノフでの交流会、プリーボルでは町をあげての歓迎と交流会、改めて踊    
   りは世界を一つに結び、心が通じ合うと思いました。笑いの絶えない旅でした。 

＊福田淳子 (横浜みどり FDクラブ) 
   夢にまで見たチェコ、感激の連続でした。各地での歓迎、交流会の盛り上り、 
   子供大人、正確さ、スピードと言葉に表せないほどすばらしい踊りでした。 

＊比留間英子 (横浜みどり FDクラブ) 
   私にとって始めてのヨーロッパ、見るもの、食べるもの、民族ダンスのすばら 
   しさ、まるで人形が踊っているようで、本当に勉強になりました。 

＊新見晴子 (野比 FDクラブ) 
   楽しいお仲間と一緒に、思いがけない沢山の踊りと、すばらしい民族衣装、       

   そして人々の優しさに触れて、大感激でした。 

＊河原須磨子 (アイビー) 
   来てよかった!! とても中身の濃い研修旅行でした。 

＊内海幸子 (ふじの会) 
   All happy。エヴァとラディクご夫妻のレッスン、フェスティバル、交流会、       
   どれも素晴らしかった。団長のユーモアでよく笑い、よく食べて、飲んで。 

＊今井邦子 (藤沢 FDクラブ) 
   チェコの村祭り、交流会の人々、民族衣装直々のダンス講習会、野の花々、ツ 
   アー仲間…忘れられない思い出です。参加出来てよかった。 

＊小田切純一 (秦野 FDクラブ) 
  「楽しさも 終りに近し プラハ城」「フェスティバル みんなの顔もフェスティバル」 

＊阿部康子 (つきみ野 FDの会) 
   エヴァとラディクご夫妻のレッスンを少人数で受けられて幸せでした。この 
  旅行で沢山の友達が出来ました。ありがとうございました。  
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 ＊お祭り  
   （横浜みどり FDクラブ､参加者一同）

 チェコの東寄り、ドルニー・ロムナーの 
村は緑に囲まれたのどかな村で、家には 
小さなリンゴが鈴なりで､近くに川が流れ、 
本当に静かでした。その一角でフェスティ 
バルは行われました。チェコの国内だけで 
なくスロヴァキア、ハンガリーからも参加 
して､何時もは大きな劇場で観る素晴しい 
舞台を間近に観る事が出来、夜の更けるの 
を忘れて盛り上がりました。     
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

＊エヴァとラディクのレッスンを受けて 
アイビー 河原須磨子

 ２日間、エヴァとラディクのレッスンを受けました。 
昨年､日本での指導と同様にエヴァのピアノ、ラディクの素晴しい歌声でエネルギッ

シュな指導を昨年の曲、以前シリーズ講習で習った曲など含め６曲でした。 
70歳を越えられても､まだまだ踊りに対する情熱､こだわり､指導力等 再確認して来
ました。 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

＊プラハ観光  
                   藤沢フォークダンスクラブ 今井邦子

 地平線まで続く様な牧草地やなだらかな丘陵、村並み美しい国土を横断してバス

は旅の最終地プラハへ。高台のプラハ城から眺めると、黒ずんだ高い塔が沢山空へ

伸びている。カレル橋を渡り旧市街地。有名な宇宙時計のからくりを見てユダヤ教

寺院へ。因みにユダヤの時計はＣＣＷ廻りです。街は大洪水の爪跡が消えていない

が復旧に忙しく、ブルタバ川は今は静かに流れている。 
一行のもうひとつの旅の楽しみ、ショッピングに目をボヘミアングラス以上に輝か

せて楽しんだ事を付け加えたい。今回の旅行が楽しく快い日々であった事を、チェ

コの人々、幹事の皆さんに感謝、感謝です。 
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        ☆ 第３６回フォークダンス指導者研修会 (１泊２日) 
               ［チェコの踊り］ 
 
日 時：９月２７日８(土)～２９日(日)１３:００～  会 場：箱根高原ホテル 
講 師：西川冨美子、内田美智子、松沢美智子、小鮒吉子 氏 他       
講習曲：エヴァ＆ラディク 氏より昨年講習を受けた７曲、プラス 新曲３曲 
参加者：１５４名   
 
 昨秋エヴァ＆ラディク氏から講習を受けたチェコの踊りを今回、 内部講師で開催

しました。これは県連としては初めての試み。既に講習を受けた７曲、プラス新し

い講習曲３曲。かなり体力、気力を必要としましたが、熱の入った指導に、参加者

も引き込まれて挑戦しました。その間に既講習曲も織り交ぜて配分、細かい心配り

を感じました。夜のパーティーは、疲れも忘れ盛り上がりました。全員満足して終

了したのでは、と感じました。大変有意義な研修会を爽やかな箱根で持ちました。 

 

    

 
＊ 指導者研修会伝達講習会が開催されました 

 
日 時：１０月１８日(土) １３：００～１６：３０  会 場：県立体育センター
指導者：西川冨美子、内田美智子、松沢美智子、各氏  参加者：２２０名 
講習曲：1.チェスカーレンドウレル  2.ルシュカ  3.ホッツカー・ポルカ 
                        

 当日は曇りから雨となる天候でしたが、新潟からの参加者もありました。指導者

の解り易い熱意ある指導と、マナーの良い受講生が 3曲に汗を流しました。 
米倉会長のご挨拶の中で「伝達講習会なのだから最後まで講習を受けて欲しい」と

のお話がありましたが、途中で抜けて帰る方も無く実り多い講習会となりました。 
県の財産となったチェコの踊りを大切に踊り継いで行きたいと思います。 

研修部副部長 今長博子
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☆かながわスポ・レク大会(湘南地区大会) 
日 時： ７月 ６日（日）１０：００～１２:００ 

会 場：県立体育センター   参加者３０２名 

 朝から小雨ながら沢山の人が集まってくれました。 

プログラムは盛り沢山でＦＴの曲は、ほとんどカットしました。 
 

☆かながわスポ・レク大会(県央地区大会) 

日 時：１０月１３日（日）１３：００～１５：２０ 
会 場：海老名運動公園総合体育館    参加人数：１４８名 
 ８～９割は県連の行事で見たことのない人で、特に学生が時間をおうごとに増え

最後まで楽しんでくれました。小さな子供を連れたヤングミセスも何組かいて、お

母さんと子供とで一人としてパートナチェンジをしました。最後まで大変盛りあが

り、外の人にまで楽しさが伝わったようです。      養成部長 小鮒吉子 

☆ハローＦＤフェスティバル 
日 時：９月１９日（金）１０：３０～１５：００ 
会 場：海老名運動公園総合体育館   大体育室  小体育室    
参加者：６７９名 
 多数の方が参加して下さいました。大体育室は各部担当でプログラムが進めら

れ、小体育室は役員が担当して初心者、一般の方を対象にして楽しく踊りました。

途中にサークルのデモンストレーションもあり華やかな雰囲気でした。式典には海

老名市教育委員会からも、ご出席を頂きました。県連として例年通り地元の福祉事

業に役立てて頂こうと、金一封を贈呈しました。 

☆第２６回フォークダンススクール（養成コース） 
日 時：１０月１２日(日)～１６年３月７日（日）  会 場：県立体育センター

     毎月１回、計６回 

受講者：６４名 

 別個､会議室で音響機器の取扱いについて勉強会を持ちました。 

☆サマーキャンプ伝達講習会 
日 時：７月２７日(日) １３：00～１６：３０   会 場：県立体育センター  
指導者：県連理事                参加者：２８４名 
 神奈川県で開催年の伝達講習会はしませんでしたが、今回初めて開催。 
箱根に参加した人も多数参加していた模様です。暑い盛りの為か、復習の時間にな

ると人数が少し減った事が残念でした。 

☆ 第２６回フォークダンススクール（４級取得コース） 
＊４月１５日（日）～８月３１日（日） 全６  スクールプロジェクトで開催 

 受講者：３６名 （男性２名、女性３４名）      受験者：２９名 
  受験者２９名全員合格、４級取得資格を取られました。おめでとうございます。

基礎ステップ習得の程度が､課題になってきました。「指導法を見直す必要があるの

では」と。 
 



☆ラウンドダンス講習会 11月 1日(土) 県立体育センター

☆全国スポ・レク祭 11月 1日(土)～３日(月）
香川県高松市
      　 (横浜地区､参加出場）

☆FDスクール養成コース 　11月2日～16年3月7日 県立体育センター

☆スコティッシュ･ｉｎ･神奈川  11月22日(土) 横須賀市総合体育館

☆全国ニュースポーツ･フェスティバル   11月23日(日） 逗子アリーナ

☆全国ＦＤ伝達講習会  16年 1月31日(土) 横浜南スポーツセンター

☆レク･ダンス普及講習会伝達 　3月 6日(土) 県立体育センター

☆ＦＤ巡回講習会  6月 7日（土） 秩父宮記念体育館

☆ＦＤスクール4級取得コース 6月 8日(日)～8月31日(日) 県立体育センター（含む合宿)

☆レク・ダンス巡回講習会  6月29日(日） 秩父宮記念体育館

☆公認指導者シリーズ講習会  6月29日(日） 県立体育センター

☆かながわスポ・レク大会(湘南大会)  7月 6日(日） 県立体育センター

☆夏期フォークダンス指導者講習会 7月12日(土）～13日(日） レイクアリーナ・箱根

☆サマーキャンプ伝達講習会  7月27日(日） 県立体育センター

☆海外研修旅行 　     　　　　
　　オーストリアとチェコの旅10日

☆ハローＦＤフェスティバル  9月19日(金) 海老名運動公園総合体育館

☆ＦＤ指導者研修会(合宿）  9月27日(土)～28日(日) 箱根高原ホテル

☆かながわスポ・レク大会(県央大会)    10月13日(祝日） 海老名運動公園総合体育館

☆指導者研修会伝達講習会      10月18日(土） 県立体育センター

∞∞∞　本年度行事予定　∞∞∞

◇◇◇◇　本年度行事報告　◇◇◇◇
平成15年6月1日～10月31日

　　　9月 8日(月)～17日(水）

 編 集 後 記：
　海外研修旅行参加の皆さん､元気に帰国｢お帰りなさい!」素敵な体験の楽しさが､紙面か
らも伝わって来ます「レッツゴー・かながわ」創立35周年記念の締めの行事も無事終了。
 9月には理事長･門松茂雄 氏が全国表彰､今春にも小林副会長､共々レクリエーション
活動､普及振興の功労者として受賞､県連にとってはハッピーな年で締め括れそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先；総務部　　市原妙子　　☎0467-45-9428

☆ＦＤスクール養成コース 10月12日(日)～
      16年3月 7日(日)

県立体育センター

　Home page　 http://www.cityfujisawa.ne.jp/~fd.fed.k/
発行責任者　神奈川県ＦＤ連盟・理事長　　門松　茂雄
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