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記録的な猛暑が続いていますが、ばてた りしていませんか ?新間の記事によると、7月
だけで熱中症で東京都内の病院に運び込まれた人の数は600名を超えているということ
ですか ら、全国では相当な数に上るとおもわれます。みなさんは、「暑さなんのその !」

でダンスを楽 しんでい らっしゃると思いますが、冷房が効いている所でも、こまめに水
分補給を して、体調に気をつけながら練習に励みましょう。

|    アレマ…ナ (The Alemana)    :
アレマーナの意味はスペイン11:の 「ドイツ人 (女性 )J。 これは辞占に出ていますし、スペイン語圏の友人に聞い

てもそうi:う ので、FU tltい ありません。でも私としては、「どうしてこれが ドイッ人なの P」 と思ってしまうのです。
名由tと 連ヽの動きが結びつかないのです。 /J、 その 1キ (P)、 アレマーナは「ィfFiJの 意味だと聞かされとても納
件したり

'が
ありました。あまりにも納得したものですから、裏づけを取るべく色々調べてきたのですが、今の所ど

こにもたどり着いていません.も しどなたかご存知の方がおりましたら教えて ドさい。名称の意味を知|ら なくても
lliり はできます。でも、|こ れはそんな意味なのかJと 知る喜びもあっていいと思いませんか ?

今回収 り 11げるアレマーナは、女性にすれば奥ゆかしさを表現できる飽きのこない基本のステップだと思います。
さあ女性の十,さ ん、奥ゆかしく綺麗にFlliり 、パー トナー共々見ている人も魅 rし てしまいましょう 1 後

｀
14で 自分

の手をくぐると思うと i度 笠をかぶる動作になり、奥ゆかしさも
｀
F減 してしまいますから、気をつけてね。

基本の動きを,し て行きましょう。
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アレマ…ナの足型図 (女性のみ)

スタート

(1～ 4歩目)

(女 llt)

機この説明におけるスター トの形 :

ファン・ポジションから
機終わりの形 :【 タンス・ホール ト】

(注 )【 タンス・ホール ト】=ボ ックス・ルンバ
で組む時の形です。タンス教本では、クローズ
ド・フェイシング・ポジションポとかクローズ
ド・ボジションなどと言いますが、このように
簡単に、大雑把にしてみました。 【左右】=
男性左手と女性右手のホール ト。オープン・ボ
ジションはオープン・フェイシンク・ボジショ
ンと同じ

【1】 正しいファン・ポジションから始めよう !

本誌 5月 号で次の様に書きました。
“女性がそこからまっすぐ歩 くと男性のぎりぎり前を通る位置になります。気持ちがホール ドの方を向いているこ

とが肝心です。"

(写真 1)が その形です。レッスンできちっと教わっていると思うのですが、この形にならない人が圧倒的に多く見
受けられます。編しているわけではありませんが、編されたと思ってやってみてください。「うわ !次 が踊りやすく
なった !」 と思うはずです。

【21 手のひっかかりは、こう !

(写真 2)は ファン ポジションでのコネクションです。自分の両手で試 して

ください。この形が力を入れなくても一番 しっかりしているのがよく分かり

ます。

組んだ手は常に、何 らかの形でこうした引っかかりを作ると思って下さい。
アレマーナ 5歩 目では (写真 3)に あるようなコネクションを通 し、男性は

女性を引き寄せてきます。

【3】  ファン・ポジションにおける二人の手の高さはここ |

右ベージのスター トの写真を見てください。ボディを通 してのリー ドは相手
の中心に向けられていきます。二人のグリップがこれより高 くなると、お互いのパワーが外に逃げてしまいます。
サークルでの練習法として、少 し押 し合って、相手がしっかり感じ取られる高さを見つけましょう。

【4】  必殺、男性の甘いささやき!?                                      |
アレマーナでは男性が女性を大きく回しているように見えます。しかし、見えたようにやると必ず失敗します。では、

‖
どうするか ? サークル

↓         →

(ス テンプ1 カウント2)

ならではの、和気あいあい練習法を紹介します。
● 3歩目 : 男性は「ちょっと待って」と話しかける気持ちで女性の方を向きましょう。

2 4歩 目 : 男性は女性を回そうとする余り、左手に力が入り、その結果振り回してしまいます。ここを、上手に切り抜ける方法があります。
a 3歩目で得られたテンションを4歩 目で一瞬真上に逃がす。
b そのため、「あは～ん」と甘い、力の抜けた声を出しましょう。腕の力を抜くためです。これだけで、女性は右回転に入ってくれます。

, その後の対処法 : 4歩 目後半と5歩 目での男性の左手は女性の動きについて行き、5歩 目後半から女性を引き寄せてきます。 6歩 目の写
真 (ス テップ 6・ カウント4)の 形からクローズド ヒップ・ツイスト、ア ドバンスド・ヒップ・ツイスト、ォープニング・アウト等に入れ
ますが、きちっと前進している点にも注目してください。
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|  ホテ′レ争_交通機関

1警饒 甥至時間
1白樺レイクサイドホテル山幸閣

」R中央線茅野駅下車バスで40分

鹿島セントラルホテル
」R鹿島神宮駅下車

南房総白浜グランドホテル太陽
館山駅か ら送 irDバ スぁ り

ニューオータニ幕張
」R京葉線海浜幕張駅歩 5分

オリエントホテル横濱開洋亭
」R桜木町駅下車紅葉坂上る歩10分

箱根ホテル小涌園
小田急線箱根湯本駅下車、バスで元箱根行き

ホテルサン八トヤ
東海道本線伊東駅か ら送迎バスあ り

大津プリンスホテル
」R大津駅か らタクシーで10分

琵琶湖ホテル
JR大 津駅送迎バスあ り。京阪電車大津駅す ぐ

リーガロイヤルホテル京都
京都駅八条口か ら歩7分 (シ ャトルバスあ り)

◆ 9月 4日 (土 )セ ブテンバータンスパーティー。1'自 2食付 1万 2000円 (日 帰 り

5500円 、税込).演奏はビューティフルロマン◆ 9月 23日 (木・祝)初 秋 ダンスバー

テ ィー.1泊 2食付 1万 2000円 (日 帰 リタ食 5500円、税込).2名 様 か らの参加可 .

アテンダン トも入 ります。10月 2日 (土)ウ ィークエンドダンスパーテ ィーⅢl'自

2食付 1万 3000円 (税込 )

◆生バンドタンスパーティー/9月 11日 (土 )開催.料金は1泊 2食付平日1万
2000円 (税込).演奏は陽子&キ ャンツアイ.100坪フロアでシャルウィタンス.送

迎バスは池袋・新宿から.料金は1泊 3食付 1万 6000円。2名様より参加できま

す.男性アテンタント付
`,

◆紅葉タンスパーティー/10月 24日 (日 )開催.2名 様から参加できるマイカープ
ランの料金はお一人様 1万 1000円 (1泊 2食付、税込)。演奏は陽子&キ ャンツア

イ.送迎バスプラン(池 袋・新宿または横浜・八王子)は 1万 6000円 (1泊 3食付、

税込)。長野県随-160'平の大ホール.男性アテンダント付.

◆月例ダンスパーティー/9月 11日 (土 )開催。時間は午後4～ 9時 .料金はお―

人様1500円 (前 売1200円 /税込)CD・ MD演奏をバンクにタンスを楽しんで下
さい。会場は、約90坪 を誇る本館「飛鳥の間」(桜ホオ使用).※ 駐車場は、本館裏にある

専用駐車場を利用して下さい.

◆;者の舞踏会/10月 3日 (日 )開催.2名 様から参加可能.料金は 1万 1550円 (1,自

2食付、税込)。 20名様以上は希望地までバスを手配します。こちらは料金 1万

5550円 (1泊 2食付、税込).演奏は本本英男&ス イングセビア.海 の見える120坪

の8階スカイ大ホールでタンスをお楽しみ下さい。

◆タンスフェスタ2004/9月 12日 (日 )開催。時間は午後 5～ 8時 30分 .料金はお

一人様 1万 3000円 (前 売 1万 2000円 、フ ンフエ・ フリートリンク付、サ税込).演奏
は松本文男 &ミ ュージ ックメーカーズ、本間―明 &エ スメラルタ.男 性ハー トナ
ーが待機 していますので女性 クループの方 も歓迎.パーティーにら、さわしい月晨装
でお願い します

「BJ Room～ J/9月 28日 (火 )開催。時間は午後6時30分～9時 30分 (受付は6

時～).料 金はお一人様1万 5000円 (着 席ブッフェ料理・お飲み物付・サ。税込).演

奏は石井健児w thニューラテンリズム.パーティー参加者に限り、ご宿泊ブランとして
スタンタードンインお一人様料金 1万円～(朝食付、サ込)。

◆小涌園大舞踏会/9月 23日 (木・祝)開催 .料金はお一人様 1泊 2食+タ ンスホ

ール使用 で 1万 7850円 。男性 パートナーがお相手いたします。ドリンクパーにてフリー

ドリンクサービス.約 100坪のホールでタンスをお楽 しみ下 さい。アフタータンスは露天

風 呂付き大浴場で汗を流して下さい。

問い合わせ

栃木県塩谷郡藤原町大字滝857‐ 15

990120・ 221・ 445

茨城県鹿島郡神栖町大野原4-7-11

2,0299。 95。 5511(代 )

千葉県安房郡 白浜町3535¨ 5

t'0120・ 440。 114

千葉県千葉市美浜区ひび野2-2
2'043・ 297・ 7676

神奈川県横浜市西区宮崎町58-1

6045・ 243・ 1122宴会予約

神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297

80460。 2・ 4111(予 約センター
)

http://wwvv hakoneho‐ kowakien com

神奈川県川崎市川崎区砂子1-3

ニューハ トヤビル6F
8044・ 222・ 4126(り |1崎予約センター

)

滋賀県大津市におの浜4-7-7

蓉077・ 521・ 1111(宴会予約係 )

滋賀県大津市浜町 2

アイーダ琵琶事務局 (福島)

8090・ 3653,78798077・ 524・ 1511(宴 会予約)

京都市下京区堀川塩小路
8075。 361・ 9149(イ ベント係 )

またはな075・ 341・ 1121

金料容内

◆特別企画/「セフテンバータンスパーティーJケ スト 本間―郎&エスメラルタ9月 4日
(土 , 5日 (日 )「 オータムタンスパーティーJケ スト シオン10月 16日 (上 )1フ 日(日

'お

一人l■

土 休前 日→2万 1150円 日 祝 日→ 1万 9050円 (25名 以上2100円 引き,学生 ダンサー又は
リーター待機 フルーン&ト リンク券イ寸 ◆見学会 &ハ ーティー/9月 ア 12、 242526日 お―
人様 土 体前 日 '1万 5900円 日 祝 日-1万 3800円 平 日-1万 1700円 上記 1泊 2

食付 税込 1部 属 4～ 5人利用 12人 利用 +3150円 3人 利用+2100円
'

◆「タンスパーティーJ/9月 23日 (木・祝)開催。時間は午後6～ 98寺 30分 ,料金は
お一人様1万円(ホ テル特製フンフエ料理・フリードリンク、サービス料・税込).来

宿泊ブランとしてお一人様7500円 (1室 2名 様),ラ・フェスタジャズオーケストラ
による生演奏.ダ ンスタイム&琵琶湖を眺めながらのお食事をお楽しみ下さい。

◆アイーダ琵琶第2回タンスパーテ
はお一人様 1万円(座席指定、卓盛フ
スパートナー待機。女性同士歓迎,,ミ

ます。

ィー/10月 17日 (日 )午後 7～ 10時開催 .料 金

ンフエ・ フリー ドリンク付、税・サ込).ダ ン

ニデモコーナーあり。お楽 しみ抽選会 もあり

◆リーカダンスナイト/9月 28日 (火 )開催。時間は午後 5～ 9時 30分 .料金はお

一人様 1万 円 (料 理・飲み物付 、税・ サービス料込).出 演は藤原 lll治 とキャノンボ

ール
`男性・女性のパートナーがお相手つとめます .‐ 満席の場合はご了承下さい.

宝塚ホテル
阪急宝塚南□駅正面

西海橋コラソンホテル
佐世保駅か ら路線バスで40分

雲{山観光ホテル
福岡天神駅か ら高遠バス雲仙西入 り口下車歩 2分

九十九島観光ホテル
佐世保みなとインターか ら7分

◆オータムタンシンクパーティー/9月 3日 (金 )4日 (土 )開催.時 間は午後 2

～ 8時 .料金はお一人様 1万 2000円 /男女ベアは2万2000円 (お 料理・フリーソフ
トドリンク、サービス料、税金込).バ ンド,寅奏は垂井利之とナイトパーズ.※ 男性パー

トナー(人数限定)が待機しています。心躍らせるサウンドでダンスを堪能して下さい.

毎月1回 開催のダンスパーティー/9月 1226日 (日 )10月 11・ 24日 (日 )午後6～
"寺30分開催.料金 はお一人様5000円 (バ イキング料理 &フ リー ドリンク 税込).ホ テ

ルスタ ンフも参加 してのパーティー.豪華賞品が当たるお楽 しみ抽選会 もあり、

◆ツシアルダンスn雲仙/●ディナー&タ ンス=9月 5・ 12日 1日 ).午後5時 30分 ～9時開催

オ斗金は6000円 (ディナー・ソフトドリンク付、税 サーヒスオ斗込).宿 ,白 ブランもあり。約100坪 のホー

ル.ク ラシカルな伝統とモタンな雰囲気がミックスされた高級感あるホテル.● ランチ&ダ ンスも

あ|ります.お 問い合せ下さい.

月(夕」タンスパーテ ィー/9月 20日 (月・祝 )10月 17日 (日 ,,午後6～ 9時 .料金は5000

円 (フ ンフエスタイルデ ィナー、フリー ドリンク付、サービス料込・税金含).宿泊

代金ブラス4000円 より(朝 食付),女性同士でもお気軽に参加下 さい.

兵庫県宝塚市梅野町1-46
2,0797・ 85。 2611

長崎県佐世保市針尾東町2523‐ 1

〔
'0956・

58・ 7001

長崎県南高来郡小浜町雲仙320
2'0957・ 73・ 3263

長崎県佐世保市鹿子前町740
〔
'0956・

28。 2111

日り景り2000円 となっていました.

万3000円 とあるのは1万 6000円 です.訂正してお詫び致します

来前号で紹介した鬼怒川クリーンパレスのところで、9月 4日 (土 )の料金が、1泊 2食付 1万円
正しくは1泊 2食付 1万 2000円 、日帰り5500円。また、自樺レイクサイドホテル山幸閣の料金 1

長野県茅野市白樺湖
面60120。 221・ 445

長野県茅野市白樺湖
π
'0120。

440。 114

61 60

【5】  女性には、美しい回転ができる方法をプレゼント |

女性の 4～ 6歩 目はアンダーアーム・ターンと呼ばれる回転です。このとき女性はバランスを崩 しが

ちになりますが、それは右肘のテンションが抜けたり、位置が上体の後ろにずれてしまう事から生じ

ます。この問題を解決できればプ国のように (お ～い、大げさだぞ～ |)美 しく踊れますが、その方

法があるのです !

右の写真のようにターンに入る前から、左手で右腕を固定する練習をするのです。こうして崩れない

形を右腕に染み込ませてしまえば、アレマーナだろうがロープ・スピニンク直前のスパイラル・ター

ンだろうがへっちゃら 1 2回転のリー ドを受けても平気 | だって崩れないのですから。
さっそくやってみてね。

☆「 を 1に あけると力、 |あ は んヽ_と ,■ ,てみることなど、「1「 にでもできることばかりです これらのポイントを‖|さ えな

か ら、仲間同 |:で 笑いなが ら練 1‖ して くだ さいね お ′∴いに とて も楽にIllれ るようになると思い ます
モデル :椎葉さんとみわちゃん

滅

・
・罐
一．．
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0躙が少なく」利っています。嗽の明まありませんか?

これだけの美女が待っているというのに、 1性 の中のりj性 はどこで何をしているので しょう ?

と、愚痴iり たくなりますね。「男性が少ないJの は殆どのサークルの悩みではないでしょうか。

その
'1由

に、イLJ「 でサークルに間に合わないということもあるでしょうし、実際に始めても、

り」
′
‖:は 女性の何倍か大変なので挫折する人も多く見受けます。イト方ありませんね、残っている

男性を人L/」 にしながら、「1分たちで L手 になる決意をしましょう。実際に踊ること以外にも理

論を勉強したり、シャドーをしたり、イメージ トレーニングも 11達 には欠かせません.女性

が男性のステップをおぼえてしまうのも ^案かもしれませんねc

OL手 な

"旧
こ踊ってもらいたいのですな サーカレの川 はあまりL手 じゃなくで …

L手な人と踊ると全然違いますからね。心中お察しします。 しかし、あなたも他の人も同じよ

うに、「いつでも |′ 1分 より 11■ な人と踊 りたいJと の考えを満足させることは不 lf能 です。あ

なたがlliり たい 11手 な人もあなたより 11千 な人と踊 りたいわけですから.サ ークルは11人 レッ

スンではありませんし、ダンスホールでもカルチャー スクールでもありません。まず、自分

のや りたいこと、やれることを整
'1し

、それが満たされる,'Fを 探 しましょう。その 11で 近所の

サークルと決めたなら、その中で最諄を尽 くしませんか ? サークルでもきちっとポイントを

押さえて練習して行けば、必ず L達 します.あ る日、 L手な人から「どこの教本に通っている

の ?Jと 聞かれる位になってしまいましょう。

いかがでしたか ? ル

となり、お′∫1い のフッ
ンバ編ではヒールから出るステップは
トワークをチェ ンクしましょう。では、

歩もありません.サークルでは 2人
また次号でお会いしましょう̀

、

著者プロフィール

神元誠・久子/東京・吉祥寺にあるタマ

キダンススクールの玉城盛辰・富美子先

生 (元 全 日本モタンA級 /ラ テンファイ

ナ リス ト)に 師事。現在、埼玉県内でタン

スサークル活動の指導 を行っている。

,メ ールア ドレス

m kammolo@mV b90be neip

『サ…クルで上達する

ボールルームダンス(モダン編)』

3000円 十税)は、本誌でおなじみ神元誠 久子夫妻が執筆した話題

作。全国の有名書店で取り扱つています。

なお、商品のお問い合せは「東京経済J●0332377170ま で。

全国のサークルの皆様からのお便り募集 |

全国からのダンスサークルで活動している方々からのお便りお待ちしております。我がサークルの練

習方法、我が町のサークル自慢、「サークルでいかに上達したか」という体験談等、何でもOKで す。

応募先は〒169-8577東 京都新宿区高田馬場4-28-12「 月刊ダンスファン～サークルで上達する社交ダンス」係まで FAX03‐3227‐7703


