
第４号

令和４年５月２５日発行

福井県フォークダンス連盟

「日々是好日」（にちにち これこうじつ） 福井県フォークダンス連盟

会長 田村 康夫

「県連だより」第４号の発刊、有難うございます。少しでも、会員さんの目

に留まり、連盟が元気になって欲しいです。

先日（4/6）、東京で全国支部長会議があり、行ってよかったと思いまし

た。機会をとらえて、またご報告したいとも思います。

私は、先人が言われる言葉を書き留め、なるほど～と、感心する事が多

く、今後も、一つ一つご紹介したいです。

今回は、まず私の好きな言葉の一つ「日日是好日」です。

毎日晴天の方が気持ちはいいに決まってますが、雨・台風等、日々の営みの中では全て意味が

あり大切な自然現象です。

私達にとって、今の状況は、どんな状況でも必ず私たちの人生に意味のある事。だから、どんな状

況でも逃げることなく、積極的に精一杯生きましょう。

その一瞬一瞬を精一杯生きる毎日の積み重ねが、私達の毎日を好日にしてくれる という意味で

す。どんな毎日も私達にとって、二度と来ない、かけがえのない日ですから。

各部会より

県連だより第４号発刊にあたり 日本民踊部会

加畑絹子

福井民踊研究サークルを始め、福井民踊友の会、いつ輪会と、民踊を踊り始めて４５年もの月日

が経ちました。

コロナ禍で何もできない中、”郷土民踊”を残したいとの声があり、ここで地域のためと、カセットテ

ープ、ＣＤそし

てＤＶＤを作り

上げました。

ＣＤ表面に

は、地域の田

んぼでつくっ

ている水あお

いを、ＤＶＤに

は、市無形文化財おしっさまをデザインしました。なお、曲名は、安居小唄と河合ニコニコ音頭です。

地域の方々に大変喜んでいただき、嬉しく、民踊にも張り合いができました。

皆様にもみていただく機会があればと思います。
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フォークダンス部会行事へのお誘い フォークダンス部会長

小林一美

会員の皆様には、日頃より県連の活動にご支援を賜り感謝申し上げます。

フォークダンス部会では、総会資料に載せた行事が実施できるように部会役員会を開いて検討し

ています。

６月４日（土）の巡回講習会は、日本フ

ォークダンス連盟からの派遣講師、愛知 第６４回全国フォークダンス巡回講習会

県の上田昌美講師を招いての講習会にな ２０２２年６月４日（土）８：４５～受付

ります。いろいろな国のダンスが楽しめる ～１４：４５閉講式

講習会です。参加される方はコロナ感染 福井県営体育館 サブアリーナ

対策として、健康チェック、マスクの着用、

手袋の着用をお願いします。昼食は、アリーナの観覧席を使い座席の間隔を開けて、密にならない

ようにします。ご協力よろしくお願いいたします。

総会資料で、夏期講習会は８月２８日に予定されていましたが、７月３１日（日）に変更になりまし

た。会場はふれあいみんなの館・さばえです。詳細は、要項でお知らせします。

コロナ感染はまだ収まりませんが、今年度は、予定したすべての行事が実施できるように願ってい

ます。

会員の皆様の変わらないご協力、ご支援をお願いいたします。

令和３年度第５・６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

第５回の本研修会は、令和４年１月２２日に開催の予定でしたが、コロナ感染拡大の影響のため残

念ながら中止となりました。令和３年度最後の第６回は、３月２６日に鯖江公民館にて開催することが

できました。

内容としては、日本スクエアダンス協会の３月の推薦曲３曲（ツーステップ・ワルツ・ルンバ）の講習

及び動画によるスタイリングやステップの確認、米国の例会の様子の視聴等を行いました。

新曲３曲を時間をかけて丁寧に指導していただいたので「新曲のステップが良くわかり上手になり

ました」「久しぶりに楽しく踊れました」との感想も聞かれました。

令和３年度はコロナ禍にもかかわらず、年５回の開催で延べ９１名の方にご参加いただきました。

そこで、今後もさらに多くの皆様に参加していただけるよう、令和４年度は県フォークダンス連盟の会

員の方は参加費を２００円安くしてご負担を少なくしたいと思います。皆様のご意見や要望も取り入
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れながら実施しますので、レベルが高くてついていけな

いのではと心配されていた方もお気軽にご参加ください。

新人キュアー数名も毎回キュ―イング練習の時間をいた

だいていますが、これからもダンサーの皆様に支えてい

ただきながら練習を重ね活動を続けていきたいと思って

おりますのでご協力よろしくお願い致します。

令和４年度は、５月・来年３月は鯖江公民館、７月・９月

・１１月・来年１月は県営体育館多目的室を予定していま

す。（奇数月の第４土曜日 ９：００～１２：００）

スクエアダンス・ルネッサンス座談会、

及び学校・ジュニア普及小委員会活動報告
日本スクエアダンス協会

学校・ジュニア普及小委員会

委員 山下重幸

１．概要

日本スクエアダンス協会(以下Ｓ協)では、スクエアダンス(以下ＳＤ)界の現状を鑑み、将来を見据

えた活動の指針となるよう、座談会を企画しました。座談会メンバーの声を集約し、全国のクラブ・会

員の皆様に理解でき、実践できる行動を示すことを期待しての座談会です。

また、Ｓ協では、ＳＤの普及を目指して、特に、学校へ向けた、さらにはジュニア世代へ向けた活動

をどのように展開していったらいいかを議論し普及推進を図る目的で学校・ジュニア普及小委員会を

設置し、活動を続けております。

ともに参加しておりますので、状況報告をさせていただきます。

２－１．ＳＤルネッサンス座談会報告

２０２２年１月発行のＳ協機関誌で、沖吉会長が年

頭所感で「ＳＤルネッサンス」を呼びかけられました。

その活動の一つとしてＺｏｏｍ座談会が企画され、５月

１４日(土)９：３０～１２：３０に第１回座談会が開催され

ました。参加者は、Ｓ協会長、機関誌編集小委員会

委員長の他、全国各支部それぞれを代表して７名、合計９名です。

テーマとして、 ①例会やクラブ行事の活性化 ③パーティーや交流の工夫

②初心者教室などの会員拡大活動 ④研修や講座の今後のあり方

を主眼に、幅広く意見が出されました。内容については、今後のＳ協機関誌で数回にわたり報告さ

れるでしょう。

議論の中心は、ＳＤ界の魅力的進展探求と高齢化対策でした。地域性も相まって、いろんなアイ

デアも紹介されました。高齢化対策では、会員の高齢化に加えて初心者の高齢化、指導者の高齢

化が議論され、あらためて５年後、１０年後を見据えた各クラブ活動継続のための要件等が示されま

した。指導者を含めた各クラブでの若手人材育成が、できるクラブは残り、できなければ危機的な事

態になると切実に感じました。
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２－２．学校・ジュニア普及小委員会報告

２０１２年に、Ｓ協は学校等へのＳＤ普及指導者・

協力者を全国より募り、私もそこに参加することとし

ました。

２０１４年には学校ＳＤ普及小委員会が発足、７

名の委員のうちの一人として任命されました。

２０１６年には、委員会名を、現在の「学校・ジュ

ニア普及小委員会」と改名し、以降、委員会の一

員として現在に至ります。

全国の若者皆さんのＳＤに関する認知度が上がり、会合等機会があれば気楽にＳＤを楽しんでい

ただける日を楽しみに、活動を続けてまいりました。

委員会は昨年度６回開催されました。コロナ禍の中であり、すべてＺｏｏｍ会議で行われました。

昨年度は、「学校向けパンフレットの作成」がテーマで、委員の皆さんのご意見を組み込んだ、文

字・カット・写真の配置等、原案の作成を担当してまいりました。その結果、昨年の１１月、Ａ４版見開

き４ページのパンフレットが完成し、本年１月には、Ｓ協に常時在庫を置くことはもちろん、全国の全ク

ラブにも数枚ずつ配布され、希望に応じＳ協から配送できる体制ができました。

本年度は改選年度ではありますが、改選前に「地域の若者向けチ

ラシの作成」をめざし、４月２９日(金祝)に第１回Ｚｏｏｍ会議が開催さ

れ、委員の活発な議論を踏まえ、連休明けまでに原案を提案すること

となり、私はチラシの裏面を担当となりました。第２回会議は５月２２日

(日)開催され、ほぼ完成となり、５月２４日(火)に最終決定となりました。

今後、若い世代へのＳＤの認知・普及の一助となれば幸いです。

広報委員会より

令和４年度広報委員会委員長 山下重幸

令和４年度の広報委員会は、私を含め、松川順子様(日本民踊部会)、田邉美也子様(フォークダ

ンス部会)、品田武則様(スクエアダンス部会)の以上４名で構成されております。どうぞよろしくお願い

いたします。

ただ、コロナ感染拡大警報中であり、今回発刊の関連で２回の委員会を開催する予定でしたが、

開催を控えております。次号発刊の時には、安心して委員会が開催できることを期待しております。

それでは、各委員より、各部会の状況を報告していただきます。
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日本民踊部会 松川順子(日本民踊部会)

新型コロナウイルス感染症の為、公民館の使用が３月末まで中止になりました。

この４月からやっとクラブの方も波に乗ってきて、仲間たちの元気な顔が見られ感染予防を取りな

がら楽しく踊れるようになりました。このままコロナが収まってくれることを願いたいと思います。

フォークダンス部会 田邉美也子(フォークダンス部会)

令和４年度になってもコロナ感染が収まらず、高止まりの状態が続いています。

各サークルでの例会も、感染予防対策を十分にとり、実施しています。

現在フォークダンス部会では、６月４日に県外から講師を招いて巡回講習会を行う予定です。

なお今後の行事については、感染状況をみてから判断します。

スクエアダンス部会 品田武則(スクエアダンス部会)

４月より新年度になりましたが、コロナ過の影響は大きいですね。

例会を開催すること自体が困難な状況が多々有り寂しいです。やっと開催出来ても２時間が限度

とか。それでも開催が出来る時は、本当に良かったと皆で話しています。

皆さんはやっぱりダンスが好きなんです。踊れるときは一生懸命楽しみながら過ごすことが大事と

思うようになっています。

Withコロナ！負けないで共存しましょう。

事務局より

令和４年度福井県フォークダンス連盟定期総会の

書面決議について
事務局長 堀田直子

コロナ禍を配慮し、標記ご案内を申し上げました結果、１５０名に送付し、１１２名の方々からご回答

をいただきました。

集計しました結果、全議案について全員のご賛成をいただきましたので、県連規約第１１条「議決

はその半数以上の賛意を持って決定する。ただし、書面決議を行使する場合は書面にて出席とみ

なすものとする。」により、可決成立いたしました。以上ご報告申し上げます。

また、貴重なご意見もいただきましたので、今後の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうご

ざいました。

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月中旬 広報委員会 「県連だより」第４号 原稿依頼

４月２４日(日) 令和４年度福井県フォークダンス連盟定期総会中止
書面決議とする。

５月 ５月１４日(土) 福井県フォークダンス連盟第１回執行部会
(福井市豊公民館)１３：３０～１５：３０

５月中旬 広報委員会 「県連だより」第４号 発刊予定
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５月２８日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会
(鯖江公民館)９：００～１２：００

６月 ６月４日(土) 第６４回全国フォークダンス巡回講習会
（福井県営体育館）９：００～１４：４５

６月１８日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

６月中 福井県フォークダンス連盟第１回役員会 検討中

７月 ７月１０日(日) 鯖江スクエアダンス・ラウンドダンス大会２０２２
(夢みらい館・さばえ)１０：００～１６：００

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

７月３１日(日) フォークダンス夏期講習会(ふれあいみんなの館・さばえ)

８月 ８月中旬 広報委員会 「県連だより」第５号 原稿依頼

９月 ９月１７日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

９月１８日(日) 県民スポーツ祭(スクエアダンスの部)(県営体育館)９：００～１６：００

９月中旬 広報委員会 「県連だより」第５号 発刊予定

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

９月中 福井県フォークダンス連盟第２回執行部会 検討中

９月中 福井県フォークダンス連盟第２回役員会 検討中

１０月 １０月１５日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

１０月３０日(土) 県民スポーツ祭(フォークダンスの部)(福井市東体育館)

１１月 １１月１３日(日) 福井スクエアダンスの会アニバーサリー 会場等検討中

１１月２３日(水祝) 県民スポーツ祭(日本民踊の部)(社南小学校)９：００～１３：００

１１月２６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

１２月 １２月１７日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

１２月中旬 広報委員会 「県連だより」第６号 原稿依頼

１２月中 福井県フォークダンス連盟第３回執行部会 検討中

１２月中 福井県フォークダンス連盟第３回役員会 検討中

１月 １月中旬 広報委員会 「県連だより」第５号 発刊予定

１月２８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

２月 ２月５日(土) 福井県スクエアダンス・ラウンドダンス研修会
（福井県営体育館） ９：００～１２：００

２月１８日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

３月 ３月５日(日) フォークダンス伝達講習会 会場等検討中

３月１８日(土) 日本民踊定例研修会（福井市豊公民館）

３月２５日(土) 福井県ラウンドダンス指導者研修会
(鯖江公民館)９：００～１２：００

３月中 福井県フォークダンス連盟監査会議 検討中

３月中 福井県フォークダンス連盟第４回執行部会 検討中

３月中 福井県フォークダンス連盟第４回役員会 検討中
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行事より

‘22県民スポーツ祭について
県民スポーツ祭実行委員 山下重幸

１．概要

昨年度は、コロナ禍の中、終息に向かう事を期待して開催時期を１１月にずらした結果、ちょうどコ

ロナが落ち着いた時期となり、３種目とも開催することが出来ました。皆様には細部にわたり多大なる

ご協力を賜り、本当にありがとうございました。

また、種目を渡って活動されておられる方の為に、種目毎に開催日を変えて実施しましたが、多く

の方々から「よかった」、「次回もその様に」との喜びの声をいただきました。県民スポーツ祭はこれか

ら将来も継続開催されます。皆様に有意義な活動となりますよう、今後とも、創意工夫を重ねながら

進めてまいる所存でおります。

２．本年度開催に向けて

２－１．安心して楽しめる環境を構築して

○コロナ感染防止に対応した行動徹底

・高齢者も多いので、気を緩めることなく、必要なことを確実に行って下さい。

○絶えず周囲に気を配って実施のこと

・怪我等がないように、参加者の状況に気を配りながら実施して下さい。

２－２．参加者関連書類についてお願い

すべての項目に正しく記載をお願いします。

○参加者名簿について

・代表者は、提出時に記載漏れがないか確認をお願いします。

○健康チェックリストについて

・参加者全員について、必ず、体温・体調の記載をお願いします。

２－３．会計処理について

県民スポーツ祭の関する会計処理はずべて実行委員の方で行います。

○領収書、レシートは、県民スポーツ祭会計専用の用紙に貼り、管理します。

○領収書等の宛先は、必ず「福井県フォークダンス連盟」として下さい。

○種目開催に於ける準備金について

・県民スポーツ祭実行委員は、県スポーツ協会から運営費支給があり次第、その運営費を３種

目の事務局員にほぼ均等に準備金として渡します。

２－４．冊子の印刷数について

本年度の実績を踏まえ、日民２００冊、ＦＤ１００冊、ＳＤ１００冊とします。

２－５．本年度の予定

本年度予定は、以下のようになっております。

種目 開催月日 時間 会 場

日民 １１月２３日(水祝) ９：００～１３：００ 福井市社南小学校

ＦＤ １０月３０日(日) ９：００～１３：００ 福井市東体育館

ＳＤ ９月１８日(日) ９：００～１６：００ 福井県営体育館
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第６４回 全国フォークダンス巡回講習会について
フォークダンス部会長 小林一美

昨年度、一昨年度は開催できなかった講習会ですが、今年度は開催の運びとなりました。

令和４年５月に販売された、第６４回全国フォークダンス巡回講習曲の講習会です。

コロナ感染防止対策を行いながら実施いたします。ご参加ください。

１．期 日 令和４年６月４日（土）９：００～１４：４５

２．会 場 福井県営体育館 サブアリーナ

（〒918-8027 福井市福町３－２０ ℡ ０７７６－３６－１５４２）

３．内 容 ★ マルディネ（トルコ）

★ ホラ・ヴェケ（ルーマニア）

★ ジ・イーストボーン・ローヴァー（E.C.D.）

★ スタロダーヴニー“セディ・フターチェク・ナ・カルラーチェ”（チェコ）

★ パリビュラ・ペテルーシャ（ロシア）

★ ファード・ブランキータ（ポルトガル系ブラジル）

時間内に全曲紹介できないこともあります。

４．申し込み できるだけまとめて、５月１４日（土）までに下記へ郵送または直接申し込みください。

★ 申し込み・問い合わせ先 フォークダンス部会事務局員 塩出 京子宛

５．持ち物 ダンスシューズまたは内履き用ズック、健康保険証、手袋、汗拭きタオル、飲み物

マスク、昼食

６．注意事項 ・健康状態が良好であること（当日に体温測定を行っておいでください）

・同居家族や身近な知人にコロナ感染者や濃厚接触者がいないこと

・過去２週間以内に緊急事態宣言が出ている地域を往来していないこと

鯖江スクエアダンス・ラウンドダンス大会２０２２

(愛称：鯖江七夕パーティー)について
スクエアダンス部会事務局員

本大会実行委員長 石黒留美子

コロナ禍で２年間開催できませんでしたが、本年度は開催予定です。

ただし、コロナ感染対策として、参加者を福井県内在住か県内勤務の方に限定させていただきま

した。東京方面から等、多くの問合せがあるのですが、残念ながらお断りを申し上げております。

１．日時 ２０２２年７月１０日(日)１０：００～１６：００

２．会場 夢みらい館・さばえ ９１６－００２１ 鯖江市三六町１－４－２０

Ｔｅｌ：０７７８－５１－１７２２

３．レベル ＳＤ：Ｂａｓｉｃ、ＭＳ、Ｐｌｕｓ

ＲＤ：ＰＨ－Ⅰ～Ⅲ Ｓ協３０曲、推薦曲など

４．申し込み 申込用紙にご記入の上、参加費を口座に振り込んだ後お申し込み下さい。

締切は２０２２年６月２６日(日)

詳細は、本パーティーパンフレットをご参照下さい。
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５．持ち物 履物：かかとの低い、白いゴム底のダンスシューズをご準備下さい。

飲み物は各自持参、また昼食は各自ご用意下さい。

短歌・川柳コーナー

本年も、短歌・川柳を募集いたしました。それぞれ思いがこもっており、心を打たれます。皆様どう

ぞお楽しみ下さい。

こぬか雨 ライン唯一の滝ぼかし シャフハウゼンの街 暮れなずみゆく 旅好き婆

自転車と 犬・馬も連れ 街はなれ ノルマンディに続く パリのバカンス 旅好き婆

白夜なり 異国の宿のバーカウンター 通じし日本語 ヤマザキ・カミカゼ 旅好き婆

ウガンダの ゴリラに逢う夢 叶わぬか コロナ終息 待てぬ老いの身 旅好き婆

雪が舞う 紅いベベ着てドンドンと 浮かれ太鼓で 春を待ちをり 小森通子

山車うごく 祭りだ祭り！ 人の波 踊るアホーに 心も躍る 小森通子

熱心で 疲れ知らずのコーラーは 錆びた頭に 磨きをかける 小森通子

「ついて来い！」早いコールに 壊すまい 走り走りて パワー全開 小森通子

若づくり ヒップホップは とても無理 チャチャ・ジルバは足どり軽く 小森通子

「カテリーナ」民族衣装華やかで ウクライナ人(びと) 踊るはいつか 古町娘

このマスク 何時になったら とれるのか 文江

浴衣着て マスク外して 踊りたい 文江

コロナ禍で 気合いを入れて躍る様(さま) 文江

老いてなお 笑い袋が 欲しい今 文江

断捨離で またもひと手間 クリエート 香代子

日記＆メモノート 老いぼれ防止と気がつけば いつしか ３０余冊 香代子

編集後記
ちようどこの頃だったか、堤防釣りでボラがたくさん釣れ、クーラーボックスが満杯。あまりにも大き

いのが多く、仕方なく、中でも大きいものを２匹だけ持ち帰った。ところが、美食とはほど遠く……。

むりして一口とは思ったが、におい、味ともに受け付けられない。でも石川県の釣り人は持って帰

ったけどなあ。お酒のつまみだとか。きっと料理の方法があるんだろうな。

どんなものでも、昔の人は工夫して食べている。さかなではふぐもそうだし、山ではマムシもそう。

私の父は、マムシを捕まえて皮を剥ぎ、串に刺し、焼いてくれたことがある。「１ｃｍだけだぞ。それ以

上食うと鼻血が出るぞ！」と言われた。キャ～ッ。

どんチャン騒ぎで、みんなでバーベキューしたいなあと思う、今日この頃です。そんな日が待ち遠

しい。あっそうか。こんな話なぜかと思ったら、まだ夕食食べてない。もう８時なのに。いかんいかん。


