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今こそ夢の実現

神奈川県フォークダンス連盟会長 米倉菊治郎

「太き道 一筋夏の園に在り」－虚子－

常日頃、私共県連に関係する団体・各位におかれましては、心か

らなる御協力戴きまして誠に有難う御座います。

お陰様をもちまして、１６年度県連事業の報告・決算も総会にて無事終了致し、

併せてここに御礼を申しあげる次第です。

さてさて 「歳月は人を待たず」の諺もありますが、すでに平成１７年度事業を、

早くも展開し、５月１６日横浜赤レンガ倉庫前広場におきまして、日連創立５０周

年前年祭とキャッチフレーズし、例年以上の一大県民フォークダンス大会として開

催したわけです。これも県連関係団体の皆様の御協力を戴き、誠にもって盛大に開

催することが出来ました。

その上更に、向こう３年間は、県連組織を挙げて事業展開をしなければ、と云う

時代になりました。

１．１８年度、フォークダンス・ジャンボリー（神奈川県連担当）

２．１８年度、３県合同夏期指導者講習会（サマキャン神奈川県会場）

３．１８年度、日本フォークダンス連盟創立５０周年記念大会（横浜会場）

４．１９年度、神奈川県フォークダンス連盟創立４０周年記念大会開催

５．１９年度、神奈川県レクリエーション協会創立５０周年大会

６．１９年度、第６１回全国レクリエーション大会（神奈川県担当）

等があり、計画準備等を例年事業以上に、関係各位皆様の総力を挙げての御協力を

御願いしなければなりません。

何卒宜しく御願いを申し上げる次第です。

おめでとうございます
神奈川県体育功労賞受賞！！

本連盟副理事長内海幸子氏が、平成１７年１月２２日（土）

神奈川県フォークダンス連盟の役員として、永年にわたるフォ

ークダンスの普及と後進の指導に尽力された功績により、県教

育委員会から表彰されました。

なお、３月２７日（日）藤沢市煌爛にて１００人を超える人

達の御参加を得て、受賞祝賀会が盛大に催されました。
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全国スポレク祭に参加して

県連行事部副部長 新見晴子

、平成１６年１０月２日～４日福井県鯖江市で開催された大会に
黒船開港の地横須賀からさらなる出会いに胸をときめかせて８名
が参加致しました。
開会式は、小雨の中８０００名の参加者が鮮やかなユニフォー

、 、 、ム姿で入場 シンボルのリュウリュウ君を先頭に 子供達の可愛いダンスや民踊
福井県出身の五木ひろしの歌等で盛りあがり、また、観覧席では色とりどりの座
布団を上げてウェーブを行い、感動しました。
３日は円型のサンドーム福井でフォークダンスと民踊の人たちが集合、ホール

中央に設置されたステージのまわりを華やかに囲んで踊りました。その後、フォ
ークダンスと民踊がそれぞれ６つのブロックに分かれてセットを組み、競技の練
習を行いました。課題曲は 「ハサポセルビコス、ナ・モストーチケ、フェアウ、
ェルマリアン、ラ・ピピラ」で、私たちは抽選でラ・ピピラがあたり、長崎・山
口・福井・石川・山形・神奈川の６県３６名で若狭グループを名乗り、緑の長い
チーフを結んでレボソに見たてて踊りをアレンジし、素敵なものが出来あがりま
した。
４日は、組んだ民踊の方達と交互にステージに上がって発表です。私達は最後

でしたが落ち着いて練習以上の力が発揮でき、また、途中で大きな拍手もいただ
いて嬉しくなりました。もしかしたら優勝？なんて胸をときめかせていたのです
が、民踊の方達が最後の方でちょっとくずれてしまい残念。でも精一杯頑張った
からと笑顔を交わしました。ホテルでは大量の蟹と甘えび攻め、蟹のさばき方も
教えていただき大満足。豪雨災害の大変な中、福井の役員やボランティアの方達
の暖かいゆきとどいた心配りがあちこちで感じられ、感謝の
気持ちで一杯です。県連の皆様にはこの様なチャンスをいた
だき、お礼申しあげます。
今年は岩手県です。

選手代表 佐野美智子

選手 佐藤 小枝

溝畑百合子

村上 克江

小谷よし子

新見 晴子

ＭＧ 高井美津枝

応援団 田辺 京子
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hhh 「スクール養成コース」を主催して hhh

県連養成部部長 内田美智子

第２７回養成コースの新しい企画は「サイレント」でした。アメリカの踊りで
「ステッピンアウト」というダンスがあります。音楽が途中で消え、その間リズ
ムが保てるか、保って踊りとピタッと合った時の感激を味わおう、その反対もあ
りますが・・・・・。
私達日本人は性格的にてれやであり、表現の仕方が下手である。感動をたくさ

ん味わい、同じレベルの仲間で喜びを身体中で大きく表現することを目的に、企
画したものです。“楽しいおどりを踊りましょう”この時間で指導を受けて、よ
く踊られているダンス「ボサノバ」「サビラ・セ・ベラ・ロザ」でサイレントを
実施しました。何回か踊ってもらってから実行に移す予定でしたが、会場のトラ
ブルでその時間がなくなり、ぶっつけ本番でした。サイレントの時間が短いとピ
タッと合い、次に長めに音楽を消したら半呼間ずれてしまいましたので、３回目
も行い短い時間にしたところ、ピタッと合い大喜びで終わりました。
良くも悪くも、「ステッピンアウト」のように１回だけで終えた方が印象深い

かなあと思いましたが、サイレントの踊りがあることもわからない人が多いよう
に見えました。表現が思ったように充分出来るような企画をたてていきたいと思
います。

JJJJJ 養成 コース を終 えて JJjJ

横須賀フォークダンス金曜会 高橋説子

「基礎ステップを学ぶ」「楽しいフォークダンスを学ぶ」「新しい仲間と出会う」
「ダンスのテクニックを学ぶ」「リーダーの指導法を学ぶ」「マナーを学ぶ」等々、
多くのことを学びました。
１０月から３月までの６回でした。６１名の仲間と踊った曲は６０余曲にも及

びました。研修会は講師および役員が毎回１０余名で、講師も教わる方も真剣に
取り組んだ貴重な時間でした。新しい仲間と手を取って踊るフォークダンスは楽
しく、１コマ１コマ目に浮かぶ程、全日程が感動するものでした。前月（前回）
に踊った仲間が『今日はどんな顔して来るだろう』と、始まるまでのわずかな時
間でも気づかう気持ちが出たことはすばらしいことだとおもいます。例会で育ま
れた、フォークダンスの楽しみ方・マナー・人との関わり方・人間性の大切さ等
が、今回の研修会でそれらを発展させ、味わいのある個性豊かな人々に出会い、
人間性の大切さや、フォークダンスを愛していられる心が理解できたことは収穫
でした。
その中で、今回のスクールに「サイレント」の時間がありました。何のことだ

か全くわかりませんでしたが、音楽が消えその間リズムを持続できるか、という
ものです。ピタッと合うととても嬉しく思いました。その嬉しさを身体中で表現
する訓練でした。
まだまだ未熟すぎる自分の姿勢をさらに向上させるよう、毎回努力していきた

いとおもっています。
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第６０回県民フォークダンス大会

県連行事部部長 小鮒 子�

緑萌え風薫る季節に、明治末期から大正始めの文化が残る横浜で第６０回県民
フォークダンス大会を、日本フォークダンス連盟５０周年前年祭として行える事
は、とても嬉しいことです。
毎年次年度の予定を１１月に決めるのですが、会場確保が年々困難になってい

ます。今回も皆さんが参加しやすい所で、優先させて頂ける会場がないかと調べ
たのですが、成功しませんでした。そこで、久しぶりに戸外でしてはと考え、来
年の日本フォ一クダンス連盟創立５０周年の会場となる赤レンガ倉庫広場に決め
ました。
県民フォークダンス大会は平成２年の第４４回を最後に外でするのをやめてし

まいましたので、１５年ぶりに青空の下での大会です。更衣する所、雨が降った
時の会場も決めておかなければなりません。まず赤レンガ倉庫広場の担当者にお
会いしました。近くに音楽等のライブをする所があり、音が聞こえてしまうと営
業妨害になってしまう、といって良い返事をしてくれません。でも月曜日は時々
休みになると聞き、更衣の場としての赤レンガ倉庫、雨の時の会場ランドマーク
ホール、そして広場の３つがあいている５月１６日（月）が決まりました。第６
０回大会なので、どの時代にどんな曲が踊られていたかを調ベ、プ
ログラムを決めました。
忘れられていた曲、今も踊られている曲、踊ったことのない曲も

、 、あるかもしれませんが 多くの方が楽しい 日を過ごしてくださり1
来年の日連創立５０周年の成功につながりますよう願っています。

県民フォークダンス大会が開催されました
平成１７年５月１６日（月）に赤レンガ倉庫前広場において、野外フォークダ

ンスの集いが開催されました。好天に恵まれ予想を上回り、１２００枚用意して
いたプログラムが１０：３０には無くなってしまいました。午後にはフォ－クダ
ンスはランドマーク・ホール、レクダンスは赤レンガ倉庫に別れプログラムが進
行されました。

アルプホルンのファンファーレで開会です
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、 。横浜が日連５０周年大会の開催地となっているため 当大会は日連後援事業となりました

そのため、日連より小西会長をはじめとして、１５名の役員方が来賓としてご参加下さい
ました。

爽やかな晴天のもと、広い広場で踊るのは、いかにもフォークダンスを踊っている、とい
った気持ちになれたのではないでしょうか。もう少し、一般の観客がいれば「フォークダ
ンス」をアピールできたのですが・・・・・・

サークルがいくつもできました。 ４サークルのデモが披露されました。

午後の部は、それぞれの会場に移動して行われましたが、会場の広さに対し参加人数が多く、踊る

と言うより動くのが精一杯の状態でした。中には、入場しきれず帰られた方がいたと聞きました。

いずれにせよ、大きな混乱もなく無事盛会のうちに終えられたことは、役員は勿論、参加者のご協

力があったからだと思います。お疲れ様でした。
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スコティッシュｉｎ神奈川

県連普及部部長 松澤美智子

平成１６年１１月２１日（日 、今日まで２３年間にわたりスコットランドに）
在住し、日本以外でもイングランド・ヨーロッパ・アメリカ・オーストラリア等
でも指導・講習を行っている、ＲＳＣＤＳ（ﾛｲﾔﾙ･ｽｺﾃｨｼｭ･ｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ･ｿｻｲｴﾃｨ）公
認教師のクレメント篤子氏をお迎えして、海老名北部公園体育館で第８回スコテ
ィッシュｉｎ神奈川を開催いたしました。またピアニストとして、日本初のスコ
ティッシュピアニスト小海弘子氏に演奏をお願いしました。
午前の講習会は先ず基礎ステップを丁寧に解り易く繰り返し教えていただき、

講師と息のあった小海氏の演奏で参加者は汗ばみながらもとてもリッチな気分で
した。そしてわくわくしながら待った講習曲は、ソーンヒル・ストラスペイとフ
ァイフ・ネスの２曲で、冗談を交えながら期待したとおり熱心な御指導で、楽し
くマスターすることができました。
午後のパーティは、パート１を梶野幸夫氏、パート２を篤子氏、パート３を加

藤沙弥子氏に司会を担当していただきました。各々参加者の気持ちや、その場の
雰囲気を的確に感じとって、同じ曲を繰り返し踊らせたり、名司会ぶりを発揮し
小海氏の優雅な演奏も加わってパーティをより一層盛り上げて下さいました。
篤子氏は伊勢原でＦＤを踊り始め、県連の講習会でＳＣＤと出会ってほぼ３０

年になり、いつかチャンスがあれば神奈川県連のお役に立ちたいと、考えていて
下さったそうです。事前に講師のプロフィールをいただいたのをまとめ、準備し
ていました。米倉会長よりご紹介していただく予定で暗記していただいたのです
が、ご本人より肩書きには一切触れないで下さいとの厳しいご注文があり、輝か
しい肩書き等は何もご紹介できませんでした。この様に謙虚で飾らないご性格の
篤子氏と、ピアノ演奏に表れているようにとてもおだやかなご性格の小海氏のお
二人の魅力は勿論のこと、役員・理事の方々のお力添えがあったからこそ、参加
者が満足し歓んでもらえた会になったことと、普及部一同心より感謝致しており
ます。
最後に 「やっぱり神奈川の人達はマナーがいいですね」と、篤子氏よりお褒、

めのお言葉をいただいた事を書き添えます。

１８６名が参加し、基礎ステップからパーティまで、有意義な１日でした。
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YYY レクダンス普及講習会に参加して YYY

湘南シートレンド 那波 すずな

３月にしては珍しく、前日に降った雪の影響で肌寒い１日となった３月５日、
私達はレクリエーションダンスの講習会に参加いたしました。思い思いのコスチ
ュームの彩りも美しく、華やかで和やかな雰囲気の３時間でした。
それぞれの先生方の個性溢れるご指導に、みんな一生懸命に耳を傾け、目を釘

づけにして真面目に教わる姿勢が強く伝わってきました。
全体として、若い方にも年配の方にもみんなが楽しめる曲であったと思います。
小林副会長の「レクダンスも最近は若い方が多くなりましたね。」の嬉しいご挨
拶に、もしかしてそれは私のこと？とおもった人も多かったのではないでしょう
か。それほど皆さん元気に楽しんで踊っていらっしゃいました。
今回参加して１つだけ気になりましたのは、１人踊りの際に指導者の足元が見

えにくかったことです。前後の列の交替はしてくださいましたが、全体の人から
指導者の足元が見えるような方法をご検討いただけたらと思いました。
あっと言う間に過ぎた３時間でしたが、心地よい心身の疲れを感じながら、楽

しかった余韻と共に今日の講習曲を口ずさみつつ家路についたのでした。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

県連より退会したサークル

１０４ サークルやまびこ（川崎地区）
２０５ ステップ＆遊（横浜地区）
２２１ 保土ヶ谷レクダンスクラブ（横浜地区）
３１４ 横須賀スコティッシュカントリーダンスクラブ（横須賀・逗子地区）

平成１６年度の終了した行事（第５６号以降分）

フォークダンススクール（養成コース）
平成１６年１０月３日、１１月７日、１２月５日、
平成１７年１月６日、２月６日、３月６日 の全６日間
県立体育センター会場で行われ、６１名の参加者がありました。

レクリエーションダンスの集い 平成１６年１２月８日（木）
時間：１３：００～１６：００ 会場：秩父宮記念体育館 メインアリーナ
総参加者：３１９名

全国ＦＤ指導者講習伝達講習会 平成１７年１月３０日（日）
時間：１３：００～１６：３０ 会場：県立体育センター メインフロア
総参加者：３７４名 講習曲：ﾎｰｼﾞﾁ､ﾚﾌのﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ､ｳｰﾘｯﾂｧ･ｼﾛｰｶﾔ
ｴﾙ･ｲﾝﾃﾞｨｵ･ﾃﾞ･ｺﾐﾀﾝ､ﾄﾞｩ･ﾌｧﾙｽ･ｾﾞｲﾏﾝ、ﾙｯﾂｧ･ｳﾞｨｴﾃｨｽ､ｺﾞﾃﾞｨﾁｭｷｰ･ﾁｬﾁｬｯｸ

レクダンス普及伝達講習会 平成１７年３月５日（土）
時間：１３：００～１６：００ 会場：県立体育センター 第２体育館
総参加者：１４５名 講習曲：キツネとタヌキ、ラ・ヴィ・アン・ローズ
浅草パラダイス、浪花いろは節、Ｈｅｒｅ ａｌｏｎｅ、世界の約束
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PPPPP 平 成 １ ７ 年 度 行 事 予 定 ppppp

ＦＤスクール（４級取得コース） 4/3(日)～9/3･4(土･日) 県立体育センター

第６０回県民ＦＤ大会 5/16(月) 赤レンガ倉庫前広場他

公認指導者シリーズ研修会 5/21(土)､7/24(日)､9/11(日) 県立体育センター

ＦＤ巡回講習会 5/22(日) 南スポーツセンター

ＦＤ巡回講習会 5/27(金) 県立体育センター

レクダンス巡回講習会 6/11(土) 県立体育センター

サマーキャンプ伝達講習会 7/31(日) 海老名北部公園体育館

ハローＦＤフェスティバル 9/13(火) 戸塚スポーツセンター

ＦＤスクール（養成コース） 10/16(日)～3/5(日) 県立体育センター

ＦＤ指導者研修会 10/29･30(土･日) 箱根高原ホテル

ラウンドダンス講習会 11/3(木) 県立体育センター

スコティッシュｉｎ神奈川 11/21(日) 海老名北部公園体育館

レクダンス大会 12/7(水) 秩父宮記念体育館

全国ＦＤ伝達講習会 1/29(日) 県立体育センター

レクダンス普及伝達講習会 3/11(土) 県立体育センター

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

関 連 行 事

ＦＤジャンボリー（栃木県） 5/7･8(土･日)

サマーキャンプ（静岡県） 7/21･22(木･金)

全国レク大会（東京都） 9/18(日)

全国スポ・レク大会（岩手県） 10/1～4(土～火) 湘南地区担当

全国ＦＤ指導者講習会 1月13～15、20～22

公認指導者講習会 3月10～12、17～19

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

発行責任者：神奈川県フォークダンス連盟 理事長 門松 茂雄

連盟ホームページ：http://www.cityfujisawa.ne.jp/~fd.fed.k/

編集後記：来年度は、日連の創立５０周年記念大会を神奈川県横浜の地で行う

ことが決定されており、日連内では勿論のこと、神奈川県連も１６年度からそ

のサポートをどのように行うか、理事会で検討されてきました。その一つが、

赤レンガ倉庫前等での県民ＦＤ大会の開催でした。締め切り１週間前の行事で

した。何とか間に合わせることができました。・・・・・・・総務部：渡辺一明
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