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「フォークダンスの還暦」

横浜市フォークダンス協会

理事長  青 栁 八 重 子

創立60周年記念大会も皆さまのご協

力の下、無事に終了することができまし

た。本当に有難うございました。横浜市

フォークダンス協会も新たに新年度に

向かって一歩を踏み出しました。これか

らも皆さまのお力をお借りして、市民の

皆様の健全なる、より良いレクリエーシ

ョンとしてのフォークダンスを目指し、

発展させて行きたいと思います。しかし

微力な一人の力では何もできません。皆

様のより一層のお力添えをお願いいた

します。

さて、11月27日 三笠宮様のご逝去

のニュースをテレビで知り、大変驚きま

した。私の長いフォークダンス生活の中

で宮様の記憶は忘れがたいものです。長

崎での「全国レクリエーション大会」で

皆さんの輪の中に入ってフォークダン

スをご一緒に「キンダーポルカ」を踊っ

てくださり、私の順番で手を取り踊って

くださいました。また、神奈川県での大

会ではフォークダンス会場で接待の役

を受け持ち、その暖かいお人柄に触れる

ことができました。また、レクリエー

ション大会の基調講演をされた時、レク

リエーションとは「気晴らし」「気分転

換」などユーモアたっぷりに楽しく講演

され、親しみやすいお人柄を拝察するこ

とができました。また、横浜での大会で

は、接待という大役を仰せつかり、とて

も緊張して接待したこと、その時、宮様

が「そんなに気を遣わなくていいよ」と

おっしゃって頂きホッとしたことを覚

えています。私のフォークダンスの生活

の中でとても印象深いものです。

この1年を振り返って、昨年から引き

続き60周年の会場確保から企画運営と

目の回る様な忙しさの中で、協会の会

長・副会長を始め理事の皆様方のご尽力

ご協力のお陰を持ちまして無事に終わ

ることが出来ましたことは、感謝しても

仕切れない気持ちです。最後になりまし

たが１番の協力者は横浜市民の皆様で

す。再度申し上げますが、これからも市

民の皆様の健全なるレクリエーション

としてフォークダンス協

会を続けていって頂きた

いと思います。
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“・・・フォークダンス
されどフォークダンス”

櫻桃フォークダンスサークル

  村 野 幸 枝

以前の私は、フォークダンスといえ

ば、学生時代の運動会で踊った甘酸っぱ

い想い出のオクラホマ･ミクサー、コロ

ブチカ、マイム･マイムの 3 曲しか思い

あたりませんでした。姉と息子の義母が

埼玉でフォークダンスを踊ってる事を

耳にし、何となく頭の隅で気になってい

ました。たまたま、地区センターの自主

事業の一環で初心者講習が開かれ、参加

する機会を得ました。私の様に歳を重ね

た方々が曲に合わせて軽やかにステッ

プを踏む姿に驚き、それ以上に手作り大

好きな私は皆様のコスチュームの華や

かさに目を奪われました。とても不純な

動機ですが、フォークダンスの世界に片

足を入れてみたくなり、先輩方の多い近

所のサークルで一年生の私を快く受け

入れて下さり、のんびりと楽しく踊って

いました。

コスチュームを作る方に重きを置い

ていた私は、数はどんどん増えていくの

ですが、踊りが置いてきぼりになり、半

年程して、もう少し奇麗に踊りたいとい

う欲求にかられ、友達の紹介で今のサー

クルで初級講習を受け、今度は両足を入

れて真面目にやってみようと決意し、3
年が経ちました。皆様の足手まといにな

らないよう、ついて行くのに大変です

が、この年齢になっても緊張する時間も

大切な事と思い少し鞭打って頑張って

居ます。

先生が時々お話しされるそれぞれの

国の時代･背景から身につける物、手足

の動き方等をお聞きすると、フォークダ

ンスの奥深さを感じます。

真面目にやり出してからも、相変らず

人真似で踊っていますが、基礎ステップ

の無い自分に、一寸刺激を与える為に、

今年の県の初心者講習会に参加する事

にしました。以前、ステップの資料を戴

いて見た事もありましたが、今回の講習

会で集中的に丁寧に教わり、一石二鳥と

いう訳には行きませんが、とても勉強に

なり、参加して本当に良かったと思って

います。正直、もう少しやりたい気持で

す。

もう、100 曲以上は踊ったでしょう

が、3 曲だった私も今は 10 曲位は曲名

と踊りがうろ覚えながら解るかなあ～

という今日、この頃です。

音楽に合わせてステップを踏む

ローカ
・ ・ ・

防止に最高と言われていますが、

諸先輩方々を目の前に実感しています。

これからも細く長く踊り続けたいと

願っています。

この年齢になって、新しい世界を知る

事が出来て本当

に幸せです。



平成28年12月24日                                                              (3)

世  相

保土ケ谷レクリエーション同好会

理事   渡 邉 一 明

ここ２年ほど、踊る機会が少なくなり

お腹周りもだいぶ太くなってしまいま

した。当会の例会にも、ようやく踊る時

間を取ることができるようになりまし

たが、この間のブランクはかなり大きい

ようです。

先日、今年の新語・流行語大賞が発表

されましたが、気になる言葉がいくつか

ありましたが、気になった言葉の一つが

「保育園落ちた日本死ね」です。

「待機児童問題を世の中に周知させ

た」という点で受賞ということですが、

センセーショナルな言葉ですね。事実と

して「保育園に入園できなかった」とい

うことだけは解りますが、どういう事情

の人なのかは解りません。私も保育業界

で仕事をする一人なので気になるとこ

ろですが、現実に、０・１歳児について

は、入園希望者にとっては今年も狭き門

のようです。これは、０・１歳児の定員

自体が少ないからに他なりません。ま

た、０・１歳の定員を増やすことは保育

面積・保育士の増員などの問題などがあ

り単純にはいきません。ここ数年で、横

浜市は多くの保育園を新設しましたが、

そのために保育士の不足が顕著で、保育

園経営者は頭を抱えています。不足して

いるということは、それだけ保育士達は

無理をして頑張っているということに

なります。

また、最近では小学校で「菌」をつけ

た苛めがあったと報道されています。保

育園でも異動がある程度ありますが、子

供達はすぐ仲良しになります。小学校へ

行った子には、苛めに遭っているという

話も数件聞いたことが有り、またそれを

担任がある程度認識しているものもあ

るようです。新潟の件もあり表面に出て

いるのはまだ一部なのかもしれません。

小学生までは、まだまだ子供に対して目

をかけそして気にかけて見守ってほし

いと思います。

全国フォークダンス伝達講習会

日時 1 月 23 日(月) 12:00～16:00 受付 11:30～
場所 横浜市南スポーツセンター

（横浜市営地下鉄 弘明寺駅下車 徒歩 5 分）

会費 500 円

皆様のご参加をお待ちしております。
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横浜市フォークダンス協会（県連 201）と加盟団体

1月 16 日(月) 13:00～14:45 港南スポーツセンター

23 日(月) 12:00～16:00 南スポーツセンター

全国フォークダンス伝達講習会

26 日(木) 13:00～14:45 神奈川スポーツセンター

2月 13 日(月) 13:00～14:45 港南スポーツセンター

23 日(木) 13:00～14:45 神奈川スポーツセンター

27 日(月) 18:15～20:15 港南中学校

                                           

サークル名 県連 活動地 曜日 時間 会場及連絡先

ＦＤ 赤 い 靴 202 港南区 月 午前
ＪＡ横浜上大岡

   西川 811-6991

横浜マーガレット 226 緑区 火 午前
城郷小机地区センター

   中西 937-2316

保 土 ヶ 谷

レクリエーション同好会
保土ヶ谷区 火 夜

保土ヶ谷中学校

渡辺 331-0247

横 浜フォークダンス

を楽しむ会
216 金沢区 火 夜

能見台地区センター

岩月 713-2611

横 浜 み ど り

フォークダンスクラブ
217 緑区 水 昼

町田市総合体育館

   松澤 983-5893

ブ ー ケ

フォークダンスサークル
219 港南区 水 午後

野庭第９集会場・他

   平野 841-9384

櫻  桃

フォークダンスサークル
220 南区 水 午前

フォーラム南太田

   岩田 772-1093

サ ー ク ル

ク ロ ー バ ー
221 港南区 水 夜

港南スポーツセンター

   宮田 844-0909

サークル

遊   花
225 中区 木 夜

仲尾台中学コミュニティハウス  

福本 892-2284

瀬  谷

フォークダンスサークル
206 瀬谷区 金 昼

瀬谷踏美会

冨川 301-1402

綱  島

フォークダンスサークル
207 港北区 土 昼

綱島地区センター・他

   阿部 561-7882
【編集後記】

横浜市FD協会、今年のトップニュースはなんと言っても60周年記念大会。協会史に深

く刻まれ、私達にとっても想い出深い年となりましたね。健康で楽しく踊ることができ

た今日この日、この年に感謝したいと思います。どうぞ皆様にとって明るい新年をお迎

え下さいますよう願っております。        （サークル クローバー K.T.記）

市民フォーク

ダンスのつどい

問い合わせ等は事務局へ

☎261-8350
青柳まで


