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「新年を迎えて」
福井県フォークダンス連盟

会長 田村 康夫

あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

今年は寅年ですが、３６年に一回来る「五黄の寅」の様です。虎は、虎視

耽耽(こしたんたん)・虎の威を借る狐・張り子の虎・虎の巻等々、勇猛果敢

な人、恐れ重んじられている人の比喩に使われることも多いです。

さて、昨年２０２１年(令和３年)は、なんとか東京オリンピックも終了しました

が、コロナではオミクロン株も出始め、まだまだ落ち着きませんね。

本年２０２２年(令和４年)は、冬の北京オリンピックも控えており、何とか明

るい年になって欲しいものです。

私自身、昨年は膝の治療をしたので、健康の有難さを改めて痛感しました。体のどの部分が具合

悪くても辛く、何気ない日常を思い返す事が出来て良かったとも思っています。

又、よく、年齢に「/Km」を付けるとわかりやすいといわれますが、誰もが必ず行かせて頂く「あの世」

に向かうスピードらしいです。私の孫だと、ひとりは時速４Km/h、もうひとりは時速２Km/hとヨチヨチで

すが、私は時速６１Km/h、大変な差です。あっという間でしょう。それだけに、有意義に大切に過ごし

ていかなければ…、と思う次第です。

本年も連盟の皆さんに幸多かれと、心よりお祈り申し上げます。

「２０２１年度県民スポーツ祭を終えて」
福井県フォークダンス連盟県民スポーツ祭実行委員 山下 重幸

福井県スポーツ協会が主催する「'２１県民スポーツ祭」の各種種目うち、私達は「交流の部 ５４

日本民踊・フォークダンス・スクエアダンス」として認定され、１１月に３種目開催されました。

従来は、３種目とも同日に開催されていましたが、種目を渡って指導・愛好しておられる方も多くお

られます。そんな皆様のためにもと、昨年度から、３種目それぞれ別日開催の方針で進めてまいりまし

た。残念ながら昨年度はコロナ感染拡大で開催できませんでしたが、本年度はちょうどコロナが収まっ

た時期で、盛大に開催することができました。

以下が各部会からのご報告です。

県民スポーツ祭 日本民踊の部 日本民踊部会長 藤田 桂子

２１県民スポーツ祭「日本民踊の部」が１１月２３日(火)に１８４名参加のもと、福井市

社南小学校にて開催されました。

一昨年冬頃から大混乱を生じました「新型コロナ禍」もワクチン接種の普及等によ

り、２年ぶりに開催する事が出来ました。これも一重に皆々様方の感染予防対策に対

するご努力の結果と思います。また当日参加をされた方から「楽しかったわ。」の一言
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ほどうれしいものは無かったのです。

私達は民踊の仲間ですので、民踊を通じて、個々

の中で人と人との触れ合いを感じ、切磋琢磨を重

ね、成長しています。楽しい事こそが笑顔のある生活

へと導いてくれるに違いありません。民踊はみんなで

楽しく踊るものです。機会ある度に楽しみましょう。

最後になりましたがこの広々とした講堂で、田村康

夫会長に続き山下重幸県民スポーツ祭実行委員・副

会長をはじめとするご来賓のからの祝辞と、ご尽力い

ただきました本大会役員皆様方のご協力を心より感

謝申し上げます。本当に有難うございました。

県民スポーツ祭 フォークダンスの部
フォークダンス部会長 小林 一美

２０２１年度の講習会が次々と中止になり、フォークダンス部会の行事として今年

度最後になる県民スポーツ祭は、１１月６日(土)ふれあいみんなの館・さばえで無

事に開催されました。

参加申込の受付を開始した頃は、まだコロナ感染が続いていて、開催できるか

どうか心配しながら準備を進めてきました。開

催間際にはコロナが落ち着き、会場の人数制

限の緩和もあり、ほっとしながら当日を迎えま

した。

２年ぶりの県の行事に５５名の参加がありました。他のサークル

の方と久しぶりに会えて皆さん笑顔で踊っていました。特にパー

トナーチェンジのある踊りでは、パートナーとアイコンタクトを取り

笑顔の花が咲いていました。初めて県の行事に参加された方が

「上手には踊れなかったけれど、皆さ

んと一緒に踊れてとても楽しかった」

と感想を言っていただいて嬉しくなり

ました。

お忙しい中、おいでくださった来

賓の方々、朝早くから準備運営にご

尽力くださった役員の皆さん、そし

て、大会を盛り上げてくださった参加

者の方々、ありがとうございました。

県民スポーツ祭 スクエアダンスの部
スクエアダンス部会長 山下 重幸

私達スクエアダンス部会は、１１月２８日(日)に鯖江市神明公民館にて開催、４７名の参加がありまし

た。天候にも恵まれ、楽しい大会が開催できて、大変良かったです。

本大会にご参加いただきました来賓の方々、また、本大会にご尽力いただきました役員の皆様、あ

りがとうございました。感謝申し上げます。



全員に本大会の感想をいただきましたので、一部紹介します。

○楽しく踊れました。皆さんの顔も見られた。又元気が出た様に思います！コーラ

ー、キュアーの皆様、ありがとうございま

した。

○久しぶりに参加でき、楽しかったです。

手を繋いで踊れ、これでコロナが落ち

着いたらと願うばかりです。まだあまり

踊れなくて、自信もなくて迷ってましたが、参加してとても

楽しかったです。セットを作っても、私のことをなんとなく

おわかりになるのか、どなたもとてもやさしくエスコートしてくださり、うれしかったです。ありがとうござ

いました。

○とても濃密な内容と時間でした！

久しぶりにみんなと会えて踊れて

楽しかったです。

○別々に開催されて初参加できまし

た。来年も別々の日にお願いしま

す。

県民スポーツ祭最高年齢者表彰について

県民スポーツ祭では、種目毎に最高年齢の参加者を申請によって

表彰する規定があります。

昨年度は県民スポーツ祭が中止となり、一昨年度分の表彰を今年度

の総会でご披露し行いました。

先の県連だより第２号にて、日本民踊部門の表彰者の紹介をしまし

たが、今回はスクエアダンス部門で表彰された安川さんを紹介します。

安川すみゑさんは、長期に渡りご活躍され、また前向きに取り組まれ

る姿は皆さんのお手本となってきました。

私達一同、これまでのご功績に感謝し、またこれからもますますご健

勝で過ごされますことをお祈り申し上げます。

なお、本年度の県民スポーツ祭は無事開催されましたので、本年も

申請を行います。各部会より表彰者の連絡はいただいております。新

年度県民スポーツ祭の開会式でご披露し表彰を行うの予定をしております。

「各部会の活動状況」

日本民踊部会活動報告
日本民踊部会理事 辻野冨美枝

日本民踊部会では、今年度第２回目の研修会を１０月１６日(３班の当番)に、３回目を１２月１１日(１

班の当番)に、共に福井市豊公民館にて行いました。それに先立ち、班の皆様での手合わせをそれ

ぞれに行っています。

３班の国澤啓子さんが菅笠節(兵庫県)、この曲は「高家の娘お夏と、手代の清十郎が恋に落ちた
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悲恋を、唄われたもの」です。同じく３班の宮下宏子さんは相川音頭(新潟県佐渡市)、この踊りは手数

は少ないが間の取り方、手の裁き方、足の運び方が大事な踊りだとおもいました。『その踊りを見れ

ば、これは１０年やった人、あれは２０年やった人というように、具眼の士にはわかるそうである。それだ

けやり甲斐のある踊りである。』と、あります。

尚、１班の松川順子さんはド根性節(兵庫県)、この踊りは大正５年に尼崎市が出来、昭和４１年に市

制５０周年の記念として歌と踊りが作られました。同じく１班の倉林照美さんは長崎盆踊り唄(長崎県)、

この踊りは団扇踊りで、物を持って踊る踊りは難しいですが、団扇の持ち方を丁寧に説明され、皆さ

ん上手に踊っていました。四人の方々は県ＦＤ連盟に入会されて、日の浅い方も年数を重ねていらっ

しゃる方もそれぞれ曲の説明の仕方、踊り方を研究され丁寧に指導された事と思います。

指導された皆様お疲れさまでした。そして、出席して下さいました皆様、誠にありがとうございまし

た。

１０月１６日出席者３７名 １２月１１日出席者３３名

令和３年度第３・４回ラウンドダンス指導者研修会報告
スクエアダンス部会理事 加藤満理子

本指導者研修会は奇数月の第４土曜日に開催しており、

年６回を予定しています。コロナ禍ではありますが感染対策

をしっかり守り、５月・７月に引き続き、第３回が９月２５日に

福井県営体育館で、第４回が１１月２７日に鯖江公民館にて

開催されました。

内容としては、ワルツ・ルンバ・フォックストロット等の動作

の定義確認及び動作の習得、「ラウンドダンス指導の手引

き」の紹介、米国デモンストレーションの映像鑑賞など内容

の濃い研修会となりました。回を重ねるごとに皆さ

んのダンスのレベルや意欲も向上してきています。

＜終了後のアンケートより＞

・レベルアップしました。キューを聞いて正しく踊

れるようになっていきたいです。

・多くの新しい動きを学びました。まだ十分に踊

れないが楽しく刺激的なレッスンでした。

・何度もトライで習得したいので、繰り返し研修会

を開催して欲しい。

また、本研修会の目的の一つでもあるキュアーの養成については、毎回キューイングの練習タイム

を設定しており、現在数名の新人キュアーが勉強中です。先ほど開催された県民スポーツ祭では新
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人１名がデビューし今後の活躍が期待されています。これからも多くの方にラウンドダンスを楽しんで

いただけたらと思います。

「各団体の活動状況」

～ゆかいな仲間と楽しいひとときを～

福井県フォークダンス連盟参与 真柄 恭子

コロナ禍の長いトンネル、もう抜けられるのでしょうか?

先も明るくなって来たことですし、やっと今までの軌道にのれそうだと思いながら第２班(加畑研修

班)は、ある小春日和につどいを持ちました。

そこで、ただ集って、おしゃべりだけでなく、何か実のあることをしようと...。県民スポーツ祭も近いこ

とだし忘れた曲もあるので、ミニ研修と～。みんなで曲を思い出しながら、わいわいと時の過ぎるのも

忘れて、ただ夢中で過ごした何時間でしょうか？２班会員数１４人、１１人が出席。

近年にない快い気持ちで過ごせた楽しいひと時でした。

「ありがとうコンサート 音楽のチカラ」に出演
アザレアフォークダンス 会長 久嶋 英子

私が「ありがとうコンサート」のことを知ったのは、私が入っている「鯖江小唄・漆搔き唄の会」リーダ

ーがスタジオ日放さんの企画を広報物でお知りになったのがきっかけでした。

アザレアフォークダンスの８月の例会は２回の後、中止になりました。９月も１週目は例会ができず

発表までに２回しか練習ができない中、迷いましたが、役員で相談したところやりましょうと意欲的な声

を聞いて、参加することにしました。フォークダンスを一般の方に知っていただく良い機会だと思いま

した。

１３日の例会で何曲か踊り、発表曲を決めました。発表曲は、イングリッシュ・カントリー・ダンスの「ジ

・イントロダクション」と「コーニッシュ・シックスハンズ・リール」です。ラインダンスやシングルサークルの

ダンスも候補にあがりましたが、イングリッシュ・カントリー・ダンス２曲に決まりました。

２７日に発表曲を何度も練習しました。普段の例会で楽しんでいた踊りでしたが、発表となると力が

入りました。

１０月３日(日)鯖江市文化センターでコンサートが開かれました。鯖江小唄の会は「越中おわら」と

「漆掻き唄」を披露しました。
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鯖江高校のエネルギッシュなダンス、キッズダンスの全

身をいっぱい使ったダンスに対してフォークダンスは地味

に見えるかと思いましたが、舞台袖で見ていた鯖江高校

生徒にも、スタッフにも高評価をいただきました。本番に

強い会員さんが揃っていて、結構いい感じに仕上がって

満足しています。コロナ禍の中、できないことがたくさんあ

りましたが、思い切って参加を決めてよかったです。

以下に、会員さんの感想を記します。

Aさん 楽しかったです。皆さんが楽しかったと言ってく

ださったのが、それ以上に嬉しかったです。

Hさん 大きいステージに立つ緊張感も含めて、とても楽

しませてもらいました。他の発表も全部見たかっ

たです。

Kさん 私は踊ることが大好きで、大きいステージで気持ちよく踊れてとても楽しかったです。声をか

けていただいて感謝しています。

Mさん 間違えた…と思った瞬間もありましたが、そんなことは気にしません。とても楽しかったです。

Ｓさん 広い会場、大きいステージでのびのびした気持ちで仲間と踊れて、本当に楽しかったです。

他の皆さんも「出演できてよかった。とても楽しかった。」と、口を揃えておっしゃいました。

ユニークダンスパーティーコンサートに出演
春江フォークダンスクラブ 小林一美

１２月５日(日)にフェニックスプラザ２階小ホールで「ユニークダン

スパーティーコンサート」が開催されました。主催は、福井市ボラン

ティア連絡協議会で、聴覚障碍者のための手話通訳もありました。

春江フォークダンスクラブ１０名で出演しました。発表曲は「チェレ

シュニチキ（チェコ）」「エル・ヤネロ（ベネズエラ）」「ビリーブ（レクダ

ンス）」です。そして、会場の皆さんと、座っても動けるようにアレンジ

した「ビリーブ」を一緒に踊りました。

コロナ前は、出演者と観客が一緒に踊ることもあったそうですが、

コロナ禍で直接触れ合って踊ることはできませんでした。それでも、

会場が一体になって動いてくださって、胸がいっぱいになりました。

機会があれば、また出演したいと思いました。
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マイムマイ夢近況
マイムマイ夢 田邉美也子

マイムマイ夢の近況です。

（１）県民スポーツ祭の報告・感想

私は急用で残念ながら参加することが出来なかったのですが、参加した会員は、「〝踊り〟の説明

があったのですべて踊る事ができてとても楽しかった。」「踊りもいろいろなパターンの踊りがあって良

かった。」と言っており、ほっとしました。日連の踊りばかりでなく、楽しいダンスがあると感じました。

（２）マイムマイ夢は週３回のサークル活動を今は週１回にしておりますが、１２月８日、ホテルのホール

を貸し切って、久しぶりにクリスマスパーティーを行い、４７名で踊りました。社交ダンスの披露も、ゲー

ム、デザートタイムもあり、とても楽しく過ごしました。

（３）３月２６日に金沢で〝みんなで踊ろうフォークダンス〟があり、それに向けて踊りを練習していま

す。感染状況によりますが、久しぶりに会員皆いっしょに貸切バスで行きたいと思っています。

（４）級を取得していなくても県連役員になっても良いと思います。どうしても限られた人ばかりになっ

て、新しく変われないように思います。

クリスマス例会で「ジングルベル」初コール
鯖江フォークダンスサークル 山下 美和枝

私達のクラブでは、現在メインコーラー・キュアーが存在せず、当クラブの創設者で現在は鯖江スク

エアダンス愛好会に籍を置く山下重幸さんに頼っています。

そこで、将来のコーラー・キュアー・指導者育成のために、毎月１回、スクエアダンス・コールとラウン

ドダンス・キューイングの勉強会をおこなっています。参加者は、私達のクラブからは６名、さらに福井

から希望があり３名いっしょにおこなっています。ほとんど初心者です。指導は山下重幸さんです。

２０２１年７月からは、みんなで１２月末のクリスマス例会で、「クリスマスの曲でシンギング・コールの

合唱をしよう！」という共通の目標を持って進めてきました。指導者の山下重幸さんにシンギング曲の

中から、「ジングルベル」を選んでもらい、みんなで合唱することになりました。それからは、月１回の勉

強会での合同練習と、その間の個人練習でみなさん上達してきました。

１１月の勉強会の時には、私達のクラブの６人は曲の７パートのうちのどこを歌うかを決め、残りの最

後のパートは全員合唱としました。福井チームも同様に相談して決めました。

いよいよ１２月。２１日(火)に２０２１年最後の勉強会で最終練習。マイクは共用ができないので、私

達のクラブの６人がそれぞれ使えるように指導者が６本使用可能な形に準備、結局アンプ２台使って

実施することにしました。

２２日(水)は鯖江スクエアダンス愛好会の例会日。やりました。反省もありましたが、会員からは大き

な拍手。そして２３日(木)は鯖江フォークダンスサークルの例会日。１名欠席でしたが、前日の経験で
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自信がついたのかまずまず成功で拍手喝采。楽しい例会になりました。福井のチームも２５日(土)の

例会で行ったとのこと。一人一人少し前が見えてきたようで、嬉しいです。

２０２２年も目標を決めています。そこに向かって、頑張っていこうと思います。

「個人投稿」

短歌のご投稿を８首いただきました。ありがとうございます。ご紹介します。
小森 通子

したたかに岩の隙間にそっと咲く ド根性すみれ強く生きたし
すき ま

盆踊り昔と今をつなぎます 足踏みならし宙に響けと
そら ひび

くるくるとルンバやワルツのリズムで 落葉が踊る夕日に映えて
は

祈るよに耳をすましてコール聞く 踊りの流れ壊すまいと
こわ

手をつなぎコール通りに踊れれば みなグーと笑うコーラー微笑む
わら ほほえ

久しぶり！あいさつ交わしつなぐ手に 温もり感じ会話愉しく
ぬく

コロナ禍で曲、終われば「シュシュ」と 呪文をとなえ手の消毒
じゆもん

突然に表彰されしわれ八十路 踊る仲間で一番上と
や そ じ

「行事・連絡等」

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

１月 １月２２日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会

（福井県営体育館） ９：００～１２：００ 中止

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) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

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 中止

３月 ３月 第４９回全国ＦＤ公認指導者講習会 中止

３月１９日(土) 日本民踊定例研修会（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

４月

５月 ５月２８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４日(土) 全国フォークダンス巡回講習会

(福井県営体育館) ９：００～１５：００

６月１８日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館） ９：３０～１１：３０

７月 ７月１０日(日) 福井県スクエアダンス・ラウンドダンス大会２０２２

（夢みらい館・さばえ） １０：００～１６：００
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７月２３日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会

（福井県営体育館） ９：００～１２：００

８月

９月 ９月１７日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館） ９：３０～１１：３０

９月１８日(日) 県民スポーツ祭(種目：ＳＤ) ９：００～１６：００

９月２４日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会

（福井県営体育館） ９：００～１２：００

日本フォークダンス連盟よりのご案内

「令和３年度上級指導者養成講習会参加者について」
このたび、令和４年３月１１日(金)～３月１３日(日)に 、全国上級指導者養成講習会を開催すること

になりました。

コロナ禍での開催のため、参加希望の方のみに開催要項をお渡しすることにしております。また参

加費は当日徴収させていただく予定となっております。

締め切り：２月２５日(金)必着。

ＦＡＸ又はメール、郵送にて日本フォークダンス連盟へお申込みください。

「フォークダンスをこどもたちへ」パンフレットについて
フォークダンスを学校教育の教材として有効活用していただきたいとのパンフレットがあります。

学校へフォークダンスを紹介・指導したいとお考えの方はご利用下さい。

詳しくはフォークダンス部会長小林一美様へお問い合わせ下さい。

日本スクエアダンス協会よりのご案内

「Let's Square Dance スクエアダンスを子どもたちに！」リーフレットについて

スクエアダンスを学校教育の教材として有効活用していただきたいとのリーフレットができました。

学校へスクエアダンスを紹介・指導したいとお考えの方はご利用下さい。

詳しくはスクエアダンス部会長山下重幸へお問い合わせ下さい。

「編集後記」

さっそく寒波が到来し、一面真っ白です。冬ですし雪が降って当然のことなのですが、数年前の2
月を思い出しました。たまたまハワイへダンスに出かけている間に豪雪。交通網もズタズタの中、必死

で我が家前に到着。深い雪の中をズボズボと革靴で玄関へ。いつ何があるか分かりませんね。

ちょうど、今はコロナ禍の中。ではありますが、皆さんが活発に活動をされていることが、お寄せい
ただきました原稿等で、よくわかります。本当にありがたいことです。元気をいただいております。

もう、「県連だより」を創刊して本会報が第３号。一年が過ぎ去ろうとしております。しかしまだまだこ
れからです。皆様のご協力とご支援をいただきまして、これからもどんどん続けて発刊してまいります。

今後ともよろしくお願い申し上げます。 （記：山下重幸）
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