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つれづれなるままに
横浜市フォークダンス協会
会長

吉井勤

毎年、年始のＦＤニュースに新年の挨拶の ークダンスを踊り楽しみました。バスの短い休
言葉ですみましたが、今年は４月号との事で 憩時間に横で、そのとき流行していたホーキポ
あけましておめでとうと書くわけにもいか ーキとかオブラでオブラダなど踊ったもので
ず、昔を思いながら兼好法師ではないけれど、 す。精進湖、奥日光、野尻湖、志賀高原など楽
つれづれなるままに書いてみました。
今年は東京オリンピックの年です。横浜で

しんだものです。
今年は令和２年、令和になって初めての初春

もサッカー、野球、ソフトボールと、江の島で です。「初春の令月にして、気淑く風和ぎ
ヨット、相模原では自転車のロードレースが は鏡前の粉を披き

梅

繭は珮後の香を薫す」とは

お お と も の た び と

行われます。56年前の東京オリンピックの時 大伴旅人 (大伴家持の父)の和歌であるのは皆
私は横浜市フォークダンス協会の理事になっ さんもごぞんじですね。
ていましたので、理事会で開会式でフォーク 太宰府の長官として都から赴任してきた旅人
ダンスで参加できるのではないかと話になっ が山上憶良と交わり、30人位の梅花の宴を催し
ていました。というのはそれまでどの国のオ ます。宴でうたわれた和歌は万葉集に収められ
リンピックの開会式でその国のフォークダン ています。旅人の歌が引用され、令和が誕生し
スの映像がみられたからです。でもその国の ましたが、どの様な年代になるでしょうか。
踊りでなければならないとの事で断念。オリ 5月31日に金沢スポーツセンターでフィンラン
ンピック参加の夢は消えました。

ドの踊りの講習会が開かれます。沢山のご参加

横浜市フォークダンス協会は、横浜市レク をお待ちしています。フィンランドの踊りはあ
リエーション連合に加入しています、その横 まり踊っていません。トリップ・ツー・ヘルシ
浜市レクリエーション連合の毎年１月に新春 ンキ、カルヤラン、ポイキア最近のラッパカト
のつどいが開かれ、約150名ほどが参加します リルと少なく講習会が楽しみです。フィンラン
が、今年の参加名簿に神奈川県キャンプ協会 ドは芥蘭と書きますが、首相34才と若い女性で
の名前を見つけ出しました。昔、金沢の三崎の 内閣には若い女性がたくさんいるそうです。森
音頭でフォークダンスの仲間達でキャンプに と湖とオーロラの国そして熊本地震の時に贈
行きました。夜行バスで現地へ行き、午前中は られたフィンランドの液体ミルクは現在許可
山登り、飯盒炊飯、夜はかがり火を囲んでフォ されています。
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出会い

ブーケ フォークダンスサークル
畑 農 洋 子

2006 年 6 月、中欧ヨーロッパのオーストリ
ア(ウィーン)を旅した時の事を思い出します。
ワインを楽しめるウィーン風居酒屋「ホイリゲ」

週一の、楽しいリズムと可愛い衣装に魅了さ
れて踊る事が楽しみでした。
フォークダンスを少し踊れるようになった

での夕食を楽しみ、生演奏と民族衣装の若い男

頃、婦人科の病気になり手術を受けました。そ

女が組んで何曲か踊った後、お客さん数人に声

の年の終り頃、部屋の中で尻もちをついて、胸

を掛けて一緒に踊りましょうとの事、私もダン

椎の圧迫骨折、(1 カ月入院)、その後腸閉塞と

サーの男性に声を掛けられて、今まで人前で踊

病気とケガに苦しみましたが、その都度復帰す

ったことなんかなかったのに、パートナーと隊

ることができました。

列を組んで、飛んだり、跳ねたり、身振り、手
ぶりで踊ってしまったのです。ツアーの人達も
「よかったよ」と拍手してくれました。
踊ることが、こんなに心地よいのかと気付か
せてくれる出会いでした。

今、フォークダンスは私の生活の一部になり
ました。
ダンスのある日は、浮き浮きと家を出ます。
楽しく踊った後は仲間とのおしゃべりです。
フォークダンスは曲目が多くて、なかなか覚

それから何年か過ぎ、2009 年夏頃知人の紹

えられない曲も、沢山ありますが、これからは

介で、ブーケフォークダンスサークルを知り、

年令を忘れて、元気で踊り続けられるように頑

見学の後、早速入会させて頂きました。

張りたいと思っています。

私とフォークダンスとの出会いです。

講習会＆クリスマスのつどいの中止のお知らせ
8 月 15 日（土）
11 月 14 日（土）
12 月 20 日（日）
2 月 1 日（日）

サマー伝達講習会
ラウンド講習会
クリスマスのつどい
全国伝達講習会

南スポーツセンター
港南スポーツセンター
南スポーツセンター
南スポーツセンター

新型コロナウイルスによる自粛が続いておりますが、 1 日も早い収束を願い、
4 月からの活動再開にむけ、準備していきたいと思います。
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おめでとうございます
福本良雄理事がスポーツ功労賞を
受賞されました
これからもお元気にご活躍ください

フォークダンスに導かれて
サークル遊花

福本良雄
分に味わい、リーダーのあり方を目の当たり

このたび、横浜市体育協会より、スポーツ

で学ぶことが出来ました。４年ほど通いまし

功労賞をいただきました。ありがたいことと

たかね。

素直に喜んでいます。

あれから云十年、途中仕事の都合やらなんや

レクリエーションイコールフォークダンス

らで、10 年ほどブランクがありました。住

と言われていた時代にフォークダンスと出

いを変わって、近くのサークルで創立３周年

会いました。どこのサークルに顔を出しても、

のパーティがあり、昔の仲間の誰彼に会える

大半が同じ曲を踊っていましたので、理解も

かもしれないと、軽い気持ちで出向いたのが、

早く若さを謳歌していました。

新しい始まりです。

フォークダンスを通じて、仲間たちとの新し

地域で学んだことは、地域に還元する。

い出会いを求めていたのかも知れません。

が、私なりの取り組み姿勢です。心のゆとり

当時、市内全区に１サークル立ち上げを旗

ともいうべき遊び心がどう伝えられるか、腐

印としていた市協会の方針のもと、中区の教

心しています。レクリエーション本来のここ

室で初講を受けましたその後磯子区の教室

ろを癒す作業は難しいですね。「賢愚は他人

に出向き、間もなくサークル立ち上げに参画

の領分なり。ただ我実行あるのみ」で、時代

し、フォークダンスにのめり込むこととなり

遅れと云われても、仲間の笑顔を頼みに、地

ました。そして、人の集まりの楽しさと難し

域活性の一助になればと、先人の教えを咀嚼

さをいやおうなく経験させられました。アメ

しながら、活動したく思っています。

リカンスクエアダンスに出会い、根岸ハイツ
でハニーバケツのダンさんから手ほどきを
受けたのも、この頃です。大磯プリンスホテ
ル(当時は大磯ロングビーチホテル)で、アメ
リカから帰国されて間もない九州の故原田
裕先生から、スクエアダンスをメインとした
合宿講習会で、フォークダンスの楽しさを存
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横浜市フォークダンス協会（県連 201）と加盟団体
市民フォーク
ダンスのつどい

令和3年3月まで、神奈川スポーツセンター(火)の例会は、
全て中止致します。来年度以降につきましては、
後日お知らせいたしますので、皆様のご参加をお待ち致します。

問い合わせ等は事務局へ

☎261-8350 青栁

サークル名

県連

活動地

曜日

時間

ＦＤ

202

港南区

月

午前

綱島
フォークダンスサークル

207

港北区

土

昼

綱島小学校多目的ホール・他
阿部せい子 561-7882

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 勲 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
松澤美智子 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 集会所・他
平野佳子 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
遠藤房子 892-7931

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
宮田多美子 844-0909

サークル

遊花

225

中区

木

夜

中尾台中学コミュニテハウス
福本良雄 892-2284

226

緑区

火

午前

赤い靴

横浜マーガレット

会場及び連絡先
JA 横浜上大岡
西川冨美子 811-6991

中山地域ケアプラザ
中西みよ子 937-2316

【編集後記】
市協会の会員の皆々様方、如何お過ごしでしょうか。予期もしていない、信じられない、コロ
ナウィルス状況が発生し、世の中がすっかり様変わりしてしまいました。4 月発行予定の FD ニュ
ースの延期が続きました。お寄せ戴きました原稿は原文のままですが、楽しい踊りの行事のお知
らせ欄は次々と紙面を書き換えての編集でした。with コロナ時代「私には踊りを愛し続ける仲間
がいる」ことを心して安心・安全の時代が必ず訪れる迄元気に待ちましょう！
私は「威風堂々」の曲を毎日聴き力を貰い、早くみんなと手を取り合って踊る日を願い待ち望
んでいます。
次回の発行は未定です。
【H・O】

