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令和４年１０月１日発行

福井県フォークダンス連盟

「人間一生、一回の人生」 福井県フォークダンス連盟

会長 田村 康夫

コロナ禍、収まりませんねぇ～、困ったものですが、改めて”ウイルスは生き物なんだ”と、気づかさ

れました。とにかく、ワクチン接種と共に、注意しましょう！

さて、ある方の残された言葉です。

毎日を生きる事は、与えられた権利ではなく、贈り物！

だから…

1．些細で意味のない様な事にあまり心配をしない。

2．イライラを引きずらない。

3．死ぬ時にお金を持っていても何の意味も無い。

4．自分の為にお金を使う時は、物では無く、経験に。

5．自然を体中の五感で感じて欲しい。

6．活きる為に働く、決して働く為に生きてはいけない。

と、言われました。文字通り 永く生きる事が出来なかった方の言葉です。

どうお感じになったでしょうか？

委員会報告より

全国検定委員研修会参加報告 福井県検定委員会

委員長 藤田桂子

去る9月4日(日)に、2022年度全国検

定委員研修会が、坂井市春江町ゆりの

里公園研修室にて、Zoom会議方式で
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開催されました。無論、このコロナ過の中です。簡易検査後の良性者のみで行われたのは言うまでも

ございません。

さて民踊を次世代へと繋いでいき、検定をスムーズに行うには如何したら良いのだろうか、との疑

問が先立ちました。愛好者を増やす－会員を増やす－指導者を増やすには、踊る参加者の増加で

あるとの思惑に結論付けられたのです。が、それがやはり、一番の問題と堂々めぐりを繰り返すので

す。すると、研修会のある講師から、「現在のこのコロナ禍の中だからこそ、将来を先んじたビジョンを

指し示すことが大事でしょう。」、とのご意見を伺ったのです。そこで、これを基軸として改正された、

それらについて羅列いたします。

１、令和２年の検定規定改正により、一級指導者の推挙制度を具体化。

２、都道府県委員会が２級試験を実施可能とする。

３、コロナ過の煽りを受けて、上級を目指す人の為の全国講習会の減少(公認をも含む)の影響を

最小限化する。一例として、申請さえ行えば、五年間の猶予を、規定回数受講に満たない方へ

も考慮する。

これで、今までの研修履歴を棒に振る事なく、今後も邁進頂けるでしょうとの結論に至りました。

最後に、今回の研修会に対しご尽力いただきました、SD部会長山下重幸様、FD部会長小林一美

様に対し、心より敬意と感謝を申し上げます。有り難うございました。

広報委員会報告 令和４年度広報委員会

委員長 山下重幸

昨年度より、コロナ禍により、対面での会議・作業を控えての活動となっております。第５号発刊に

つきましても、計画では事前調整会議に加え、共同作業で１回と、合計２回委員会を予定しておりま

したが、開催できずに現在に至っております。

第６号発刊の時につきましては、何とか委員会が開催できますよう、期待すると同時に、そのため

の準備も予定通り致します。

今回は、日本民踊部会の松川順子様は部会よりの報告、ＦＤ部会の田邉美也子様、ＳＤ部会の品

田武則様からは各部会の近況について報告があります。

当委員会も、今後に向けて、しっかりとした活動となりますよう、頑張ってまいりますので、ご協力宜

しくお願いいたします。

各部会より

《日本民踊部会》

日本民踊定例研修会報告 日本民踊部会理事

広報委員会委員

松川順子

日本民踊部会では、今年度第１回目の定例研修会を6月18日（土）に、福井市豊公民館で、３１人

の出席のもと開催されました。

それに先立ち、６月１１日(土)に、豊公民館で班の皆さんで手合わせを行いました。今回は１班が
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当番で、中島美智代さんが厄を落とすということで「水沢ざっつあか」（岩手県）、冨田和子さんが、コ

ロナが１日でも早く終息するようにと「伊

勢はよいとこ」（三重県）、森小と枝さん

が、昔の娘さんに戻った気持ちで楽しく

踊ってもらえればと、指導者の人たちが

手や足の運びを細かく分かりやすく教

えてくださいました。

また研修会は、当番の班の指導され

る方が順番に交代しながら行われます

が、これからも、会の皆様のご協力のも

と、日本民踊部会の行事が執り行われ

ることを願っております。

本年度予定（会場・時間帯は、変更される場合があります。）

月日（曜日） 概 要 会 場

９月10日（土） 第２回定例研修会 福井市豊公民館

当番２班・-手合わせ 9月3日（土）

10月1５日（土） 第３回定例研修会 福井市豊公民館

当番３班・手合わせ 10月１日（土）

11月23日（水祝） 県民スポーツ祭 福井市社南小学校

体育館

12月17日（土） 第４回定例研修会 福井市豊公民館

当番１班・手合わせ １２月３日（土）

２月1８日（土） 第５回定例研修会 福井市豊公民館

当番２班・手合わせ ２月４日（土）

３月18日（土） 第６回定例研修会 福井市豊公民館

当番３班・手合わせ ３月４日（土）
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《フォークダンス部会》

フォークダンス部会の活動 フォークダンス部会

会長 小林一美

令和２年度、３年度と開催できなかった巡回講習会ですが、令和４年度は、６月４日（土）、福井県

営体育館サブアリーナを会場に開催することができました。

コロナ禍が収まらない中、参加人数が心配されましたが、巡回講習会としては過去最高の参加者

数になり、会員さんがどれだけ講習会を待ちわびていたかがわかりました。

愛知県から上田昌美講師をお迎えしての講習会でした。上田講師は、休憩時間にも参加者とコミ

ュニケーションをとって、フレンドリーな雰囲気の方でした。講習はわかりやすく、ユーモアたっぷりの

楽しい講習になりました。参加者からは、「わかりやすかった」、「楽しかった」、「もう一度受講したい」

と、とても好評でした。

初めて使った会場の福井県営体育館も、広さが十分にあり、空調が効いていて快適でした。密に

ならずに食事がとれる場所があったことも良かったです。駐車場もたくさんあったのですが、他の会

場の行事があり、近くの駐車場がすぐに満車になって、遠い駐車場から歩いた方もいらっしゃったと

聞きました。ご不便をおかけしました。

参加者全員が事故もけがも病気もなく、楽しく講習を終えられてほっとしています。

夏期講習は地元講師で計画していましたが、７月に入ってからコロナ感染者が急激に増えたため

中止しました。申し込みをして、楽しみにされていた方には申し訳ありませんでした。

今後も感染対策をしながら、できるだけ行事を実施していきたいと思います。ご協力をよろしくお願

いいたします。
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オープンステージ2022 アザレアフォークダンス会長

千秋幸子

9月１１日(日)「オープンステージ2022」が鯖江市文化センターで開催され、アザレアフォークダンス

は、２４名全員で出演し、「ポロネーズ・ヴィアルスィ(ポーランド)」、「アリタップタップ(フィリピン)」、「グ

ランド・スクエア(アメリカ)」の３曲を踊りました。

ポロネーズ・ヴァルスィは、隊形を変化する構成だったので練習が大変でした。例会の時も、テキ

ストを見たり、先生にお聞きしたり、仲間同士で話し合いながら、短い練習時間の中で自分のパート

を確認していました。それでも、本番に強い会員さんばかりなので、コスチュームを揃えて舞台に立

つと、気持ちが引き締まり楽しく踊れました。

今回の「オープンステージ2022」では、会員全員が出演できたことが一番うれしく思います。翌日も

例会でしたが、全員出席でした。本当にタフな人たちです。また、ステージを見に来て下さった方

が、「可愛いブラウスやスカートを着て、私もフォークダンスを習って踊りたいわ。」と言われていたと、

スタッフの方にお聞きしました。

機会があればまた出演し、フォークダンスの楽しさを皆さんに知ってもらいたいです。

《お知らせ》 スポカルFUKUI 2022 ～はぴりゅうフェスタ～
主 催 福井県交流文化部 文化スポーツ局スポーツ課

日にち 令和４年１０月１５日（土）１６日（日）

時 間 両日１０：００～１６：００

場 所 サンドーム福井（越前市瓜生町５－１－１）

スポーツ体験の一つとして、フォークダンスを行います。
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清明フォークダンスクラブ活動報告
清明フォークダンスクラブ代表 塩出京子

今夏は、行動制限がないとのことで、７月３１日(日)、猛暑の中、ベル夏祭り野外ステージで、２曲

踊りました。

１曲目は、「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）です。チェコ風の

エプロンをつけました。（令和４年度巡回講習曲）

２曲目は清明フォークダンスクラブのテーマ曲「We love 清明」です。愛を表すハートマークの振り

と、ずっとつながっていくジグザグの足のステップが特徴的なダンスです。この曲は、指導されている

小林一美さんの振り付けです。

また、８月２７日(土)、今年の清明地区文化祭は、舞台発表でなく映像配信になり、そのためのビ

デオ撮影をしました。曲は「We love 清明」です。文明の利器ドローンや、カメラ、タブレットを使い、

色々な角度から撮ってもらい、何回も踊り、疲れましたが、めったにない体験が出来ました。

１１月１３日(日)の文化祭当日の映像配信は、うれしさ半分、恥ずかしさ半分です。

県民スポーツ祭について思うこと 広報委員会委員

田邉美也子

県内では、コロナの感染者が高止まリで、いっこうに減少する気配のないままで、普段の例会もひ

やひやしながらの活動になっています。

本来、県民の皆様に、フォークダンスの楽しさを知ってもらうための県民スポーツ祭でしたが、どん

なに感染予防をしっかりしても、安心して参加できる状況ではありません。

残念ですが、皆様に普及促進を図るには、難しい時期です。

それでも、私共の県民スポーツ祭は、今回も、種目毎に開催日を変えて実施することになりまし

た。

それぞれに工夫して、楽しい会にしたいですね。
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《スクエアダンス部会》

'２２県民スポーツ祭交流の部５４日本民踊・ＦＤ・ＳＤの部

種目：スクエアダンス開催報告 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

２０２２年度も、県民スポーツ祭は種目毎に開催することとなりました。

本年度最初の種目はスクエアダンスです。

○日時 ２０２２年９月１８日(日) ９：００～１６：００

○会場 福井県営体育館 ダンス会場：多目的室

更衣室・昼食会場：２階会議室

○参加者 ４６名

福井フォークダンス連盟会長の田村康夫氏、同副会長の小林一美

氏のご参加をいただき、スタートしました。

本年度の役員については、その係の内容をしっかり確認・修得することをめざし、同じ係をできた

ら３回はお願いしたいとして決めさせていただきました。その係のエキスパートの育成が狙いです。そ

のため前年のメンバーに原則として同じ係をお願いし、とてもスムーズな運営ができました。次年度

には、その係の内容をベースに、気の付いたことなども加えてその係のフォーマットを作成出来たら

と思っております。それにより、どなたがその係になっても、そのフォーマットがあれば安心して係の

仕事をすすめていけます。

とにかく楽しい時間を皆さんで共有することができ、とてもよい一日となりました。

終了後に参加者に感想を書いていただきましたので、

一部紹介します。

○冷房がしっかり効いていて楽しく踊れました。

○会場が踊りやすかった。音響も適切でした。足が疲れ

ましたけど、踊れてよかったです。

○前年は半日でしたが、ワンデイで実施出来よかった。

楽しく交流できた。ＲＤも沢山ありよかった。

○たいへん楽しかったです。他サークルとの交流もできよ

かったです。

○久しぶりにパーティーのような行事で、楽しく踊る事ができました。いつまでも続けたいですね。

令和４年度第１・２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

５月２８日（土）の第１回ラウンドダンス指導者研修会（鯖江公民館会）に続き、第２回が７月２３日

（土）に福井県営体育館多目的室にて開催されました。

本年度は、ラウンドダンス委員会を新たに設け、各クラブの実情や悩みを情報交換し研修会に生

かすことができないか話し合いました。

その中で、ビギナーさんが入会してくれたが、コロナ禍のこともあり、スクエアダンス例会の時間内
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にラウンドダンスを丁寧に指導する時間が取れない、初級からどう指導したら良いか悩む、との意見

がでました。また、多くの方に研修会に参加してもらいたいが、内容が難しいのではないかと心配し

て参加できない方もいる、との話もでました。

そこで、本年度は、初級の方でも気軽に参加し

ていただけるように、１回目はワルツの基礎、２回目

はルンバの基礎を中心に、講師の山下重幸氏に指

導していただきました。同じ向きで一つ一つの動作

を丁寧に指導したり、円内で、モデルダンサーが動

作を見せながら段階を追って指導したりと、少しず

つ進めたので初級の方にも分かり易く、不安なく踊

られていました。将来キュアーや指導者を目指して 【映像でスタイリング・ステップの確認】

いる方には、初級レベルの指導法について学ぶ良い参考体験となりました。

また、緊張せずに楽しく参加してもらえるように、各自ネーム入りのクラブバッジを付けてもらい、１

曲ごとにパートナーを替えて踊ることで、他のクラブの方との交流も深めることができ、和やかな雰囲

気になりました。初級の方は初心者マークのバッジも付けていたので、ベテランの方が優しくサポート

してくれました。男女役のバランスが合わない時には、両方できるベテランの方が調整してくださり、

大変助かりました。途中休憩時にはベテランタイムをとり、少しレベルの高い曲を流し、楽しんでもら

いました。

初級の方は技能をレベルアップし、キュアーは指導法を学び、ベテランダンサーはサポートの仕

方を体験するというように、それぞれが満足できるような内容で実施したので、次回も続けて参加した

いとの声も多く聞かれました。

研修会で習得したことを、各クラブで生かしていただけるように、今後も、みなさんのご意見や要望

をお聞きしながら、有意義な研修会になるようにしたいと思います。

【感染予防にシートを使用】 【和やかな雰囲気で楽しく！】

会員一同楽しみに 広報委員会委員

品田 武則

未だにコロナ禍の影響は大きいですね。それでも、７月には鯖江七夕パーティーが、無事に開催

されました。今回は福井県在住限定ではありましたが、やっぱりパーティーは楽しいと、改めて実感

した次第です。

１１月には福井でも開催の予定をしていますので、会員一同楽しみに準備に取り掛かっています。

７月８月は、福井は例会を休会としておりましたが、今は再開して、会員一同、楽しくワイワイガヤ
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ガヤと例会を楽しんでいます。

ビギナー教室も８名の参加者があり、今後が楽しみにしています。

コロナに負けないように、手指消毒、換気等気をつけながら、楽しんでいきましょう。

短歌・川柳コーナー

小森通子様から短歌のご投稿をいただきました。

○待ちわびた 夏を彩る盆踊り 「元気！ 元気！」と会話も弾み

○風・潮の 流れをよみて 帆を上げて 走った北前船は 世を豊かにし
ふ ね

○聞きちがい おどり壊して ア・ハ・ハ・ハ・ハ おなか抱えて 涙ながして

○美しき ワルツ踊れば ふと浮かぶ 若き恋人 画面いっぱいに

○スクエアダンス 宙から見れば 地球に描く とても小さな 地上絵かな
そら ほ し か

事務局より

仲間が増えたよ!! 福井県フォークダンス連盟

事務局長 堀田直子

長く続くコロナ禍ではありますが令和４年度の福井県フォークダンス連盟の会員数が、各サークル

や部会の御協力があり、昨年度より増加しました。

内訳 日本民踊 ５９名→５０名 (退会者9名)

フォークダンス ６１名→６５名 (退会者2名 新規加入者6名)

スクエアダンス ３２名→４８名 (新規加入者16名)

次に、福井県フォークダンス連盟は、令和４年度から各部会の活動費として、所属会員１名につき

２００円の助成金を追加することになりました。わずかではありますが有効に活用し、日本民踊・フォ

ークダンス・スクエアダンスを今後も楽しんでいってください。

来年度も県連の仲間が増えることを願っています。

参考：近年の会員数の推移

年 会員数 年 会員数 備 考

２０１１年 １００名 ２０１７年 １２２名

２０１２年 １２１名 ２０１８年 １２２名

２０１３年 １０３名 ２０１９年 １３３名 日民５４名、ＦＤ６５名、ＳＤ１４名

２０１４年 １０７名 ２０２０年 １２５名 日民５７名、ＦＤ５４名、ＳＤ１４名

２０１５年 １０８名 ２０２１年 １５２名 日民５９名、ＦＤ６１名、ＳＤ３２名

２０１６年 １１３名 ２０２２年 １６３名 日民５０名、ＦＤ６５名、ＳＤ４８名
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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

９月 ９月１０日(土) 福井県フォークダンス連盟第２回役員会

９月１０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
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)９：００～１３：００

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 ゆりの里公園

１１月２３日(水祝) 県民スポーツ祭(日本民踊の部)(福井市社南小学校)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４日(日) 福井県フォークダンス連盟第３回執行部会

１２月１０日(土) 福井県フォークダンス連盟第３回役員会

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）

１０：００～１６：００

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

編集後記
舞い踊るチョウチョウ。それに今は黒い小さな虫。やめてくれ～。我が家の畑の野菜の惨状、ト・

ホ・ホ・ホ……。かわいいチョウチョウが楽しく遊んでいるなと見ていたのに、また今は黒い点々で野

菜がまさかこんな風になるとは。

あの元気なチョウチョウや虫に対抗すべく、ネッ

トも掛けておいたのに。野菜の多くがが穴だらけ。

虫も我々と仲良く食事？

がれきも出るほど畑を深く掘って耕しているのだ

ぞ。何とか無事大きくなってほしいな。うん。自家製

野菜、楽しみにしているんだ。しっかり食べて、次

号も刊行、頑張るぞ！！

10


