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「発刊に寄せて」
福井県フォークダンス連盟
会長 田 村 康 夫

この度、県連盟の組織替えに始まり、規約改正と共に、
この「県連だより」発刊という新しい試みで、関係者は大
変ではありますが、少しでも連盟の更なる団結に繋がれば
・・・と思っています。
これらの新展開においては、軋轢も生まれ、良く思われ

ない会員さんも居られるかも知れませんが、未来への連盟存続には欠かせま
せんので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
コロナ禍という、大変な時代を迎えましたが、気持ちを強く持ち、楽しみ

の火を消さず、一緒に進みましょう！
今回は私の身近な話題を 一つ！
私は６０歳、民間でいうと誕生日に定年です。まだまだ若い、とも言われ

ますが、沢山の同級生が病気等でこの世を去っているのも現実で、寿命とい
えば簡単ですが、寂しい限りです。人生の長さは人それぞれですが、楽しく
全うしたいものです。
さて、６月誕生日の幼馴染が昨年６月に定年一旦退職しました。その時、

会社から１時間の講習を受けたとの事です。講習では、「今後の人生（余生）
において、認知症予防も含め、大切な事が３つあります。」と言われたとの事。

１．社会貢献をしましょう！
２．趣味を持ちましょう！
３．家族とのコミュニケーションを大切に！

だ、そうです！ 納得です！ 私も、気持ち新たに、前向きに進んでいこう
と思います。
県連盟としても、さらに仲間が増えたらいいと思いますし、夢を持ち、明

るい将来を目指して、皆さん、ともに楽しく踊り続けましょう(^^)/

新年度より、組織も新しくなりましたので、執行部の皆さんにご挨拶文
をお願いしました。ご紹介します。

参与 真 柄 恭 子

福井県フォークダンス連盟は、令和３年より大きく変わろうとしておりま
す。
第一に、規約改正です。田村康夫会長、山下重幸副会長のもと、私達執行

部は何回も集まって話し合いの場を持ちました。
短時間での規約見直しはなかなか大変でしたが、組織がより良いものにな

るために、との思いで、それぞれが真剣に考え意見を出し合うことができた
のではないかと思っております。
第二に広報誌「県連だより」の発行です。主に、連盟が行っている活動や、
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組織を構成しているメンバーの動向などを広く伝えて知ってもらうことを目
的としています。是非、会員の皆様には、ご覧いただきたいと思っておりま
す。
新型コロナウイルスの感染拡大により、私達の社会生活は一変しました。

顔を合わせるのが当たり前だった皆さんと会えなくなり、人とのやりとりの
方法が変わり、人とのつながりの大切さに気づかされました。
また、新たに発表された調査によると、運動不足は新型コロナウイルス感

染症の重症化や、同感染症を原因とした死亡リスクの増加とつながりがある
そうです。
私達の活動は心と身体と健康を維持し、免疫力をつけることにも繋がって

いるものだと確信しております。
すぐにかっての日常が戻ってくるわけではないでしょう。
当面、私達は、「新しい日常」の中で、ＳＤ、ＦＤ、日本民踊、それぞれの

強みを生かしながら、力を合わせ、「コロナ禍」を乗り越えていきましょう！

副会長・日本民踊部会長 藤 田 桂 子

日本民踊部会の会長を賜りました。今後ともよろしくお願いいたします。
日頃の楽しいひとときであります、日本民踊を踊る機会が、新型コロナウ

イルス感染拡大により、持てなくなっております。大変残念なことですが、
そのことにばかり気をもんでいても始まりません。
私達は、その先のことを考え、近い将来、またいつものように楽しく民踊

が踊れるようになったときにすぐ活動が再開できるよう、しっかりと準備を
しておくことが大切だと思います。
ご自宅におられる時も、機会を見つけて身体を動かし、その日まで元気に

お過ごしいただきたいと思います。
また日が来ましたら、皆様、お互い笑顔でお会いしましょう。そしてまた

楽しく踊りましょう。

副会長・フォークダンス部会長 小 林 一 美

コロナ感染拡大防止のため、昨年度は講習会等の行事は全て中止になり、
楽しみにされていた会員の皆様には申し訳なく思います。そのような状況の
中、県連会員登録を継続してくださった方、新規加入くださった方に深く感
謝申し上げます。
フォークダンス部会では、今年度の巡回講習会の延期を役員会で決定しま

した。折角加入くださった会員の皆様に、このようなご時世の中でも何か還
元できることはないか考えていきます。どうぞ、ご理解ご協力くださいませ。
今は、ダンスをしても目と心でしか繋がれませんが、１日も早く、気兼ね

なく手も繋ぎ笑顔で踊れる日が来るよう願っています。

副会長・スクエアダンス部会長 山 下 重 幸

コロナ禍の状況となり、はや１年半。踊れる事はなんと素晴らしいことな
のかということを思い知らされました。
でも、コロナ禍の中でも、私達は考え、いろいろ工夫して、踊ることので

きる環境を作り、例会を続けてまいりました。
変異株が流行し始め、今や主流となってきましたが、今までにやってきた

対応策を再確認し、着実に実行して毎日を過ごす事が大切です。
必ず、楽しく明るい笑顔で踊れる日が来ます。このことを胸に、今は健康

に留意し、日々、元気に前向きに過ごしていきましょう。
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理事長 山 内 久 子

この度の役員改選に伴い、再び理事長を拝命いたしました。あまりの重責
に身の引き締まる思いです。
本年度もスタートを切りましたが、コロナ禍で事業の多くが制限され大変

厳しい現状が続いています。今はただ一日も早くコロナウイルス感染が終息
することを祈るばかりです。
役員組織も変わり新体制のもとに、会員の皆様のご理解、ご協力を頂きな

がら、更なる連盟発展に尽くしていく所存ですので、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

副理事長 山 塙 利 文

令和３年度の組織の改正に伴い副理事長として執行部に初めて携わること
になりました。本連盟の目的である「健全なレクリエーション活動の振興」
をより進めるため微力ではありますが務めていきたいと思います。
なお、私自身はスクエアダンスを主に愛好しているものですが、ダンスを

通じて、各愛好者の皆様と共に繋がりあっていけたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

事務局長 堀 田 直 子

この度福井県フォークダンス連盟事務局長前任、辻野様に代わり就任しま
した堀田です。
私はフォークダンスを始めて１５年たちましたが、FD・SD・RD を楽しく踊
ってこられたのも、役員皆様方の陰ながらのお力があったからこそだと、事
務局の仕事を引き継ぎ実感しています。
昨年度は新型コロナウイルスの影響により、活動の制限や講習会の中止な

ど、思うように活動できない時期が続き、寂しい思いをしてきました。
今年こそは活動が再開できるように願いつつ、皆さまに助けていただきなが
ら事務局の運営に携わっていきたいです。
今後ともよろしくお願いします。

各部会の最近の状況は？ 各部会の広報委員に聞きました。

日本民踊部会広報委員 辻 野 冨 美 枝

日本民踊は、新型コロナウイルス第４波の為、公民館の使用が５月１３日
まで中止となりました。５月１６日まで休むクラブや、５月末日まで休むク
ラブが出ています。冬休みの後、やっとクラブの方も波に乗ってきたのにと
ても残念です。コロナが早く終息する事を願っています。

フォークダンス部会広報委員 田 邉 美 也 子

新型コロナウイルス感染防止のため、どのクラブも休会、もしくは例会縮
小方向にあります。私達マイムマイ夢の会も、苦悩のさなかにあります。
私達は新型コロナウイルス感染が始まるまで、１５年間フォークダンスを

楽しんでいました。
しかし、連手することや組むことが難しくなり、自由に踊れなくなりまし

た。そこで、以前から興味のあったスコティッシュカントリーダンス(Ｓ.Ｃ.
Ｄ.)を１年前から踊ることにしました。



4

なかなか馴染めない会員もいましたが、回数を重ねるうちにおもしろさが
わかってきて、今では「もう一度踊りましょう!!」と言ってくれるようにな
りました。
Ｓ.Ｃ.Ｄ.は、福井や近県でも踊られていなくて知らない人も多いのですが、

数学者が考えた踊りだけあって、その流れを理解すればとても楽しく、踊り
を覚える必要もなく、ステップも２種類のみと､とても楽しい事ばかりです。
これからも福井でＳ.Ｃ.Ｄ.を広めていきたいです。

スクエアダンス部会広報委員 品 田 武 則

最近の感染状況の悪化に、各クラブとも対応をどうするか、判断を迫られ
ております。
ここに来て福井スクエアダンスの会(越前パイオニア)も例会を中止として

おり、活動が出来ておりません。通常であれば、例会を土曜日と月曜日に開
催しており、それ以外では、プラス・アドヴァンス、チャレンジ、ラウンド
ダンスをそれぞれ月２回行っています。それが出来ない状況にあります。
鯖江でも、４月末の緊急事態宣言により、例会が休止となりました。従前

のように、毎月の機関誌発行・送付し、情報交換・仲間意識の高揚を行って
いるところです。

行事予定（都合により変更になることがあります。）
月 月日(曜日) 名称(会場)時刻
４月 ４月 令和３年度福井県フォークダンス連盟総会 書面決議へ

５月 ５月１５日(土) 福井県フォークダンス連盟役員会(花堂町民会館) ９：３０～

5月２２日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会（鯖江市鯖江公民館） ９：００～１２：００

６月 ６月５日（土） 全国フォークダンス巡回講習会 ９月１６日に延期

６月１９日(土) 日本民踊研修会（福井市豊公民館）

７月 ７月３日(土) 日本民踊指導者講習会（福井市豊公民館）

７月１１日(日) 鯖江市スクエアダンス・ラウンドダンス大会２０２１（鯖江市神明公民館） 中止

７月２４日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会（鯖江市鯖江公民館） ９：００～１２：００

９月 ９月２日（木） フォークダンス夏期講習会１０：００～１３：００ 変更予定

９月１６日（木） 全国フォークダンス巡回講習会（春江西コミュニティセンター） １０：００～１３：００

９月１８日(土) 日本民踊研修会（福井市豊公民館）

9月２５日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会（鯖江市鯖江公民館） ９：００～１２：００

１０月 １０月 福井県フォークダンス連盟役員会 予定

１０月16日(土) 日本民踊研修会（福井市豊公民館）

１１月 １１月６日（土） 県民スポーツ祭ＦＤの部（鯖江市ふれあいみんなの館・さばえ）１０：００～１２：００

１１月１４日(日) 福井スクエアダンスの会（越前パイオニア）アニバーサリー

１１月２３日（火） 県民スポーツ祭日本民踊の部（福井市社南小学校） １０：００～１５：３０

１１月２７日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会（鯖江市鯖江公民館） ９：００～１２：００

１１月２８日（日） 県民スポーツ祭スクエアダンスの部（鯖江市神明公民館） ９：００～１３：００

12月 １２月１８日(土) 日本民踊研修会（福井市豊公民館）

１月 １月 福井県フォークダンス連盟役員会 予定

１月２２日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会（鯖江市鯖江公民館） ９：００～１２：００

２月 ２月１９日(土) 福井県フォークダンス連盟新年会（ＪＡ福井市） 予定

２月１９日(土) 日本民踊研修会（ＪＡ福井市）

２月２０日(日) 福井県スクエアダンス・ラウンドダンス研修会（未定）

３月 ３月１９日(土) 日本民踊研修会（福井市豊公民館）

３月２６日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会（鯖江市鯖江公民館） ９：００～１２：００
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楽しかったあの日……。最近は行事が中止になっておりますが、
写真で懐かしいあのころを思い出してみませんか。
今回は、２０１９年の県民スポーツ祭を振り返って……

２０１９年６月２３日(日)県民スポーツ祭（日本民踊）
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２０１９年９月２９日(日)県民スポーツ祭（フォークダンス・スクエアダンス）
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特集 皆様に、川柳・俳句、狂歌・短歌のご応募をとご案内しましたところ、
多くの作品が集まりました。ここにご紹介します。

川柳・俳句

花月橋 桜橋をと 花を行く 一
通し鴨 恋の破局の 一羽とも 一
耳打ちを している親子 チューリップ 一

貴女から 香る香水 今エタノール 姥桜姫

あの呼び名 もう聞こえない 踊りの輪 Y.F.
桜見ず 黄泉路を友は 急ぎ逝き Y.F.
空を切る 空手の気合 風光る K.H.
ひとときを 舌に転がす 新茶かな K.H.
袋掛け 日本海の 風詰めて T.H.
鯉幟 風に鼓動の ありにけり T.H.
マスクばて 手離しダンス この春も ケ・セラ・セラ

踊り子より 世間話が 密になり 古町娘
ディスタンス 夢中で踊り 守れない 古町娘

減塩を 守り味見る 花菜漬 俊子♪
三密を 避け二窓へ 花の風 俊子♪
少女から 乙女に盆の イヤリング 俊子♪
早朝の お寺で焼香 終戦日 俊子♪
卒業式 抱き寄せながら 着付けせり 俊子♪
流れ出る 汗が素顔に 戻しけり 俊子♪
万緑や スケッチしたき 里景色 俊子♪
膝を寄せ 顔寄せ 線香花火かな 俊子♪
向い風 疲れ知らずの 鯉のぼり 俊子♪
老眼鏡 外し近づく 新樹光 俊子♪

今日の晩酌 ワイン 1本 私ほろ酔い 妻正気 のんき者
それはその～ なにあれこれと 今日この頃 のんき者

一日で おむすびコロリ 一億個 ボン
処理水は 東京湾も 半分っこ ボン

繋ぐ手を 団扇に持ち替え コロナも飛ばせ 落花生

あれ それで ぼんやり通じる 老夫婦 リリィー
年のせい なつメロ聞いても 涙ぐむ リリィー
百歳の 父が新たに コピー機を買う リリィー

狂歌・短歌

コロナ禍が おさまりし世は 潮目どき 世界は変わる デジタル化して
昔の美少女

したたかな コロナウィールスよ 消え失せろ 降参しろよ ワクチンできた
昔の美少女

編集後記
「県連だより」第１号ということで、広報委員一同、いろいろと検討を
重ねてまいりましたが、皆様のご協力のもと、何とか発行することがで
きました。今後も頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。


