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今月は福岡市のイシバシケンタダンススタジオからお送りします。

ゲス トは石橋健太 。麻子先生です。三谷先生からこ紹介戴いたのはちようど福岡

で地震が起きた日でした。大丈夫だつたのでしようか ?

石橋先生がつなげる今月のアマルガメーシヨン

★ダブル・リバース・スピン ～ コン トラ・チェツク ～ ドロツプ 。オーバー

スウェイ～ ホバー・ツー・PP～ ホバー・クロス

lDo∪Ыe Reverse S画 ∩～Contra Check～ Drop Oversway～ Hoverto PP～ Hover Cross)
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歩数 (カ ウント) 踊 り 方 (男性主体で書いています)

～前号のリバース・ピボットを男性はLODに 向いて終わ

ります～

1(1)

～ダブル・リバース・スピン～

●左足前進。女性にヒール・ターンのリー ドを与えながら

左回転を始めます。

2(2)

●右足前進。

●左足、右足に揃えながらヒール・ターン。重心は左足に移っ

ています。

3(&)

●右足ボールの上で回転を継続 しながら、左足を右足に引

き寄せます。

,左足ボールで左回転を継続 しながら、右足を横少し後ろ

にステップ。

4(3)
=右

足ボールでの回転がほぼ終了する頃 くここでは壁斜め

まで回転しましょう》、右足の上で回アーします。

,右足ボールでさらに左回転を続けながら左足を右足前に

掛け、最後にしっかり左足に乗りロアーします。

5(1～ 3)

～ 1小節使ってコン トラ・チェック～

●右膝をまっすぐ下に緩めながら、左足CBMPに 前進。

●男性の膝の緩みに合わせながら、男性の左足にあわせて

右足後退。

6-7

(123)

～ 1小節使ってスウェイ・チェンジ～

●右足に体重を戻しながら女性を起こしPPに。その形をキー

プしながら、 (3)で左足 (女性は右足)に 体重移動。

8(1～ 3)

～ l小節使ってドロップ 。オーバースウェイ～

●●軸足の膝を緩めながら、男性は右膝を軽く内イ員1に 緩め、

右へ強いスウェイをかけます。このとき女性は顔を左に返

します。

910
(12,3)

～ 1小節使ってホバー・ツー・ PP～
●●軸足にもう一方の足を揃えてからトウに上がります。

次にPPに なり、 (3)で出て行きます。

11(1)
～コーナーに向けホバー・クロスの 4歩 に入ります～

●,PPで出て行きながら右回転を始めます。

12(2) =左
足の上で右回転の継続を横への動きに切り替えます。

,右足を前進気味にステップし、男性とスクエアになります。

13(3) ●●男性は右足を、女性は左足を横にステップ。

14(1)

●左足・右足前を横切って小さくステップ。ロアーしません。

,右足を左足後ろにクロス。ネックを右に返しながら次のリー

ドを待ちます。

～この続 きが、またまた楽 しみですね～

幸い、たい した被害はありませんで した。と言っても、害」れ

るものはみんな害」れて しまいましたが。もっと驚きは、あの

日予定されていた福岡での競技会が、地震直後でもしっかり

開催 されたんですよ。

すごいダンサー根性 1(笑 い)

その根性で今月のアマルガメーションをクリア しますよ |

了解です 1 今回はピクチャー・ステップが入り華やかでい

いですね。今までのアマルガメーションをつなげるとちょっ

としたデモになりますね。

では、“ちょっとした"デモを “しっかり"踊 るのための注

意点に入りましょつ。
はじめに、リバース・ ピボッ トでは男性が右に傾 く傾向があ

りますので体 を水平に保つよう心がけ、次のフィガーに入る

条件を整えてスター トしましょう。

|    アラン&ドナ・ シングラーから教わつた    |
:     ダブル・ リバース・スピン攻略法     |

次のタブル・リバース・スピンは、使いこなしている人をあ

まり見かけません。ある意味、サークルでの最難関フィガー

ではと思っていますが、なにか対処法はありませんか ?

ダブル・リバースの通常の踊り方は左表の通りですが、シン

グラー組から「男性は左足を左斜め前へ出す。左回転とスウ

ィングをフレンドし、そこに骨盤と鎖骨を乗せてゆくJと の

ア ドバイスを受けました。それがとてもしっくりきました。

これは陸上の末続選手で有名になった “なんは"な んです

よ |

ということは、“左回転をしない"と いう意識で左足を出し、

そこに左骨盤と左鎖骨を、続いて右足の上に右骨盤と右鎖骨

を乗せるのですね…。お話を伺いながら、電話のこっちで試

しているのですが確かに踊りやすいですね。とてもいいプレ

セントを頂きました |

私は1歩目を、男性を引き込む感じ、もしくは、積極的に道を

開ける感じで後退することを心がけ、右足の上に右鎖骨と右骨

盤を乗せます。こうすると右サイドを軸に水平に回れます。

そのイメージで足型図を描くことにします。
シングラー組が「肩」と言わず「鎖骨」と表現する所が凄い

ですね。実際、肩は足の後方に行きますから。
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麻子先生 :サ ークルで人気のあるコン トラ・チェックでは、大きな ト

ップを作るためにはお互いに腰を前に出しましょう。ここ

からホバーまで、それぞれ 1小節使ってゆったり踊って下

さい。決 して焦らないでね。オーバースウェイからPPに
なるときも、女性は顔の返 しを急がずゆっくり、カウント

(3)で PPに なりましょう。 PPは 左を向いたまま踊る

こともできるんですよ。
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鬼怒川グリーンパレス
東武浅草駅から特急スペーシアで2時間

(鬼怒川温泉駅下車)

鵬 品 し

◆ 6月 4・ 18日 (土)開催.ビ ューティフルロマンの演奏.料金は 1泊 2食付で 1万
3000円 (税込 )、 ,6月 12・ 26日 (日 ),寅奏 シオン.7月 24日 (日 )は ビューテ ィフル ロ
マンの演奏。1,自 2食付1万円(税込).◆「サマータンス」/7月 16日 (土 )は サンド
ラが出演.1,自 2食付1万3000円 (税込).

問い合わせ

栃木県塩谷郡藤原町大字滝857-15
050120・ 811・ 104

金料容内

夕塩:T
」R桜木町駅下車紅葉坂上る歩10分        |~ビ ス料込)

[橙 鷺顆瑯偏尚斃与苛

◆「月例舞踏会」/6月 12日 (日 )は生バンド付で1万4850円 (い ずれも1泊 2食付
税込)。 その他、タンスパック企画も用意.詳 しくはホームベージ参照.http:′

/www greenva ey coip′

◆「鹿島セントラルホテルあやめ祭リダンスパーティーJ/6月 18日 (土 )19(日 )

◆タンスプラン6月 18日 (土 )は 2名様参加OK.料金は1泊 2食付9800円 (税 込)

1泊 2食付・ホール料込/20名以上より.バス送迎プランとして、休前日1万 3800
円(税 込)。本格160坪 の大ホールです.

10恒 例  渚の大舞踏会 /6月 11日 (上 )12日 (日 )蘭覆百T石ぼ〒藉 を食 f■ で 11日 ]

長野県茅野市蓼科中央高原横谷峡
(案内予約センター)

2'0266・ 67・ 2600

茨城県鹿島郡波崎町8616
2'0120・ 811。 104

「請『ヨ島:堕:ずLI
神奈川県横浜市西区宮崎町58-1

6045。 243・ 1122宴会予約

(東京営業所603・ 5805・ 8522)

静岡県伊東市竹の内1-3-6
で
'0557・

37・ 0011

―

・
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原934
2'0460。 4・ 5005

曾γ芳縣工お,臥解舞属躍歩;す(11万署駅ヒ湖 山親脚翻計加湖日L卜立
“

8
上は平日6450円 ～、休前日7500円 ～。本格的タンスホールを持つ名旅館.多彩な 1 容o555。 72・ 1371

単

若草の宿 丸栄
富士急河口湖駅から車で 7分 (送迎バスあり)

淋新IttF‖
東海道本線伊東駅か ら送迎バスあ り

熱海後楽園ホテル
」R東海道線熱海駅から送迎バスあり

ホテル暖香園
」R伊東駅下車送迎バスあり

ホテルニューアカオ
」R熱海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

コ
リーガロイヤルホテル
大阪駅 淀屋橋駅から無料送迎バスあり

西海橋コラソンホテル
佐世保駅から路線バスで40分

風 呂 がお迎 えします

◆「第60回記念月例ジューンダンスフェスティバル」6月 12日 (日 )開催,フ ォルテ
ィシモの演奏.小 浜組のデモ.料 金は2万 2200円～2万 5350円 (税 込).7月 11日

(月 )パーティー開催 (バ ンド・デモはなし)`

稀 贅夕諏
轟 LETl田

¬

曾薫 ■ちこち鴫理論辞『、鵠腎ヱ早勢挽:語峰ピ輔 黙剰1鼎‖崎語「崎区砂刊巧
i鯉挽)驀翻 i「匈絨已霧峙I晨[I融易‖脱瀧革:il)
(日 )は プロデモ&イベントあり.

利用 +2100円 ).6月 11日 (土 )は トロビカルダンスパーティー.7月 2日 (土 )3日

靱 扮
璽鐵 :[蓼)i

時間は午後 3～ 11時.パーティー

万9000円 (2～ 14名様).ケス トパ

、タンスパー トナーは、3時 か ら 1

静岡県熱海市熱海1993-250
2'0557・ 82・ 5151

|~●「サマー
`

◆「サマーダンスハーティーJ/7月 3日 (日 )開催、時間は午後6～ 9時 料金はお
一人様 1万 2000円 |ホ テル特製フ ンフエ料理・フリー トリンク、サービス料・税込 ).

※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。タンスタイムとお食事 をお楽 しみ下 さい.

滋賀県大津市におの浜4-7-7
6077・ 521・ 1111(宴会予約係 )

大阪市北区中之島5-3-68
606・ 6448。 1121代 )

長崎県佐世保市針尾東町2523-1  1
80956・ 58。 7001         1

長崎県佐世保市鹿子前町740   1
t'0956・ 28・ 2111                  1

「

―

一
―

」

ジョイフルタンスナイ ト/7月 1日 (金 )開催。時間は午後 6時 45分～。(受 付は 5

時から).料金 はスタンター ドプランお一人様 1万 1000円 、デラ ンクスプランお―

人様 1万 3000円 (デ ィナー・お飲物、税・サービス料込).男 性バー トナーが待機 し
ておりますので女性 クループでの参加 も歓迎 します.生 バンド演奏はな し、

毎月 2回開催のダンスパーティー/6月 12・ 26日 (日 )7月 10・ 31日 (日 )午後6～ 9

時30分 開催。料金 はお一人様5000円 (バ イキンク料理 &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,

九十九島観光ホテル
佐世保みなとインターから7分

月例 タンスパーティー/6月 12日 (日 )午後6～ 9時 .料金は5000円 (フ ソフェスタ
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。

閻 鰤 mimm〒呵
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お二人で

健太先生

例え|ま コン トラ・チェックでは、カウン ト (3)で動きが完

了すると思わず、その先まで動 きがあるイメージしながら起

きてくる。反対に、スウェイ・チェンジに入るときは、一瞬

体の中で女性 とのエネルギーが閉 じるイメージを持ってから

PPに なる。そんな風にイメージを膨 らますのです。

踊りに強弱の変化をつけるのも大切な表現方法です。例えは、
ホバー・クロスの 4歩 は (1、 2. 3, 4)と 踊りますが、

初めの 2歩 を (1&)で踊り4歩 目で倍の 2拍使うと、前半
はスピード感を演出し、後半をゆったり優雅に表現できます。

その後はPPで 出て行ったリスクエアに戻リアウトサイドに

出たりすることもできますね。
さっそくサークルで試してみます。本日は貴重なアドバイス

をありがとうごさいました。では、三谷先生へのバック・メ

ッセージをどうぞ |

「初めてお会いしたのは約12年 前の長崎の競技会.僕 はアマ

チュア、アニキ方はパリバリのプ回のラテン人.若 くてハン

サムでカッコいいな～って思いました (今 も思ってます |).

そして運命の再会は東京の五反田.偶然にもお互いの師匠が

海宝先生だったんですよね～ 1今後とも兄弟弟子同士、仲良

くお願いしますぃJ

なるほど、海宝先生つながりなのですね | ではお友達を紹

介してください。そして、メッセージをぃ

せて下さい |」

5月 末はフラックプールとレッスンで英国にいるので、タン

スファンをすぐに読めないのが残念だなあ。最後に神元さん

から頂いた本 |サ ークルで～|は すっごくいいです.教室で

生徒さんが「見せてJと 言ってくるので「買ってね」と話し

てます |

神 元 :¨ あ、ありがとうございます… クグッ (涙 )…
(来 月号も力ゞんはろっと |)

今回協力してくれた教室紹介

◆イシバシケンタダンススタジオ
〒810-0022 福岡市中央区薬院1丁 目1-7 ●

爆署貰誹共ξ凝毎)芍争壼☆聯ζTドτ曽″腱雲芸循脹鶉
い二―ズに対応.市内はもとより他県からの (左 から)麻子先生 健太
アクセスも良 く、九州全域、遠 くは長野県や 先生と小牟田 河辺組.

韓国からの生徒 さんも.

*ジ ュニアレンスンもしています.

★団体レッスン
・NHK福岡文化センター他4ヶ 所で6講座の講

師として招かれています.

・スタジオ内では入門・初・中・上級とステ ン_攣

底指導するため上達が早いと好評.お 友達と

☆うれしい特典 | 「タンスファン7月 号を見

ッスン (1回 )を 無料に します 1(3月 末ま めきめき上達中、サーク
で有効 ) ル「うぐいす」の仲間違.
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神元誠・久子/東京・吉祥寺にあるダン

ススベース吉祥寺の玉城盛辰・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

スサークルの指導 を行っている。

●メールア ドレス

m kammoio@mV biglobe neip

ダンス』がモダンとラテ〕
大好評発売中の書籍 |サ ークルで上達するボールルーム タンス|が、モダンと

ラテン編の2冊 セットで発売さllま した (詳 しくま広告を参照)。 セット価格で

6090円 。うねししヽことに送料無料です。お問しヽ合わせは「ダンスフアン営業

部J80352927751(モ タン編 「東京経済」●0332377]70)

「サークルで上達するボールルームダンス～ラテン編」は有名書店

で発売中です! アマチユアからプロの指導者まで幅広く活用でき

る 1冊で す 。 ※o4年 12月号の「巻頭インタビユー」と3月号の「スペシヤル対談」も参照下さい。

ヒール・ターンがうまくできないで困っています。 (女性 )

まず、一人でヒール・ターンができるよう練習 しましょう。このとき、後退の足にまっすぐ下がる感覚で練習 してください。イ列

えばタフル・ リバース・スピンの場合、 1歩目の右足後退で左回転を意識せず、ただまっすぐ下がります。ここで気をつけたい

のは頭の位置で、後退する右足の上に乗せずホール ドしたときの形のまま、左後ろ上へ持っていくようにすると腰も引けずうま

く回転につながります。男性からのヒール・ターンのリー ドは右足 トウに体重が乗る瞬間に分かります。ヒールヘゆっくりおり

ることが大切です。

ついでに男性の踊り方ですが、今回の記事にあるようにするとダブル・ リバース・スピンでもオープン・テレマークでも面白い

ようにうまく踊れますよ。

お知lら せ :ハ リウッド版映山i lShall Wc Dance?11ま ご覧になりましたか ? りj性 3人 がlliる マンボはオリジナル版より発展させた “見 ｀

せる"振 り付けになっています.内容充実のオフィシャルブックにはそうしたステ ンプの解説も出ています。私たちが11当 さ

著者プロフイール 『サークルで上達するボーl‖レー

※全国の有名書店で取り扱っています。書店、タンスシ

httpプ/www byakuya shobo colp 直接お申し込みの方は
ョップ等にない場合は、
「ダンスファン営業部J

ご利用下 さい。またはホームページで。

7751 FAX03-5292-7741ま で.

通信販売 を

803-5292


