
lQ&A 回答部分の「1の終わりでライズでなくアップ」は、「1の 終わりでライズ」の誤りです。つま
り、1の 終わりでライズを「始める」のではなく、「ライズしてしまう」ため、2ではアップになります。

2「ちょこっと英会話」オクサナちゃんの台詞、“He is a partner of me"は “He is my
pariner" に訂正願います。前者には複数いるパートナーの内の一人の意味合いがあるので、こ
のシチュエーションには相応しくありませんでした。また、コラム内のocassionは occasionの ス
ペルミスでした。「少しくらい違っても大丈夫 |」 という、このコーナーの趣旨からすればオーケーなの

ですが、書く側としては出来る限り正確を期さなくてはなりません。お詫び致します。

Ql:女性はどん誉笑みで踊れぽ↓ltlの ?

一一 ウイングおじさんこんにちは。ダンスウイング49号の30頁の最後の章でワルツの sm“oと latthin事 |は違

う、また、感情表現も、日本人と海外トップクラスとでは表現方法が違うと書いてありますが、女ll■
tまどんなI笑み "

で踊ればいいの? どこが違うの?(大阪市のいばつと」おばさん)

セの時の曲tど ,表現するか―
だと思し|ま す。

あらら、私のように競技会に無縁な者に寄せる

質問とは思えませんが、今回は、私のとても軽

薄な一面をもって書いてみようと思います。

「ワルツ」と聞くと、私たちはテンポの速いヴィ

ニーズ ワルツのような曲を思い浮かべ、「明

るいlJと思うかもしれませんが、色々聞いてみ

ても、飛び抜けて明るい曲は少ないですし、ま

してやテンポが 1分間に28と か30小 節のス

□― ワルツだと、にこにこ笑えるような曲は

皆無に近いと思います。千昌夫の「星影のワル

ツ」で、笑つて踊る人はいないでしょうから、

奥山先生のコメントは、「それなり」の表現が必

要 一 ということではないでしょうか。では、

“どの程度の"笑みで、ということになりますが、

それは、その時々の曲をどう解釈し、どう表現

しようとするかで、これも一つの技術のような

気がします。

そこで、手元の D∨ Dを観てみました。1本 は

かつての日本インターで、もう一本は今年のブ

ラックプールのです。日本インターの中には、

明らかに明るい笑顔の選手がいましたが、ブラッ

クプールの方には一人もいませんでした。もし、

この日本人選手が音楽を考えずに笑つていたと

すると問題でしようが、プロとしてそれはあり得

ないでしょうから、音楽を感じ取つた上での、そ

のカップルとしての表現法だと思います (ジャッ

ジや観る者がどう半」断するかは別問題ですが)。

もう一つ考えられる事は、私たち日本人は一般

的に顔の表情が控えめですから、「何かしなけ

れば」と思つたとたんに大げさになつてしまうの

かも知れません ― 「微笑み」が「笑う」と

いう風に。

国際的にやつて行くには普段から表情に強弱を

つける訓練が必要かも知れませんね。

※ところで、「がばつとおばさん」のお名前では押し付けプレ
ゼントが届かない可能性があります。ちゃんとしたお名前と電
話番号をこっそり教えて下さい| お待ちしています。
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Q2:靴 の中不足の指は開ι)7サ |る のですか ?(ひまわりの中の女υ

Q8:社文ダンスはも7ま すか ?(ひまわりの中の男性)

Q4:フ
″
ラック7° ―ルICつ ι)7お尋ねします。

一一(1)ブラックプールの競技会があると聞きますが、競技会場のある建物の名はなんと言います.か?:乱

そのホールの名も。(2)また、写真でよく見るタワーは、競技会場なのですか?(3)ブジツケプールでは
(一般客として)、 競技会場で踊れるのですか? または、別のホールですか?(ナナシノゴンベエさん)‐・‐・‐

た。なぜなら、足の指を

同じ疑間を持ちまし

「キュッと縮めるJ癖

はtl。 開ι}7サ }了 んです。
があつたからです。それで先生に質問するとャ‐■

「縮めないよ」と言われ驚いた経験があります。

指は開いている方がダンスにも健康にも良い

ようです。

承ギi涌合危言y覆言]層fよ
で
こ
j[車

モll:::::|
~al論

もてます!」 と答えたい所ですが、自分自身

を振り返ると “もてた'記憶がありません。パー

ティーでは暇なく踊り、誘われもしますが、 “もて

る"というより、重宝がられているという感じです

(涙 )。 でも踊れると、自分が楽しむこともそうで

る自分がいると、ちょつと格好良いかも知れませ

んね。男性としてどういう女性と踊りたいかという

と、それ程上手でなくても感じのいい人、楽しい

人がいいです。

どうぞ、ダンスを始めて下さい!

8っ の質問lcみ答えしましょう。

む質問ありがとうこざいます。私も2008年に初め

てブラックプールヘ行くまで、同じような疑間が頭

の中をグルグル回つていましたので、お気持ちが

よく分かります。

(1)ブラックプールのダンス競技会は世界最古で

最大のもので、この街の「ウィンターガーデンJ(英

語ではウィンターガーデンズと発音します)という

建物で開かれます。この中には大きな劇場や集会

場、遊技場、レストラン、バー等があり、ダンスは

エンプレス ボールルームという、これまた広い

所で行われます。参考までに、ここで敷かれるフ

ロアの広さは、おおよそ縦13m x 横34m!

(2)写真で良く見かけるタワーは「ブラックプール

タワー」で、1894年、エッフエル塔を意識して

建造されたようです。海辺にありますが、灯台の

役害」はないようです。私はここに入つた事はありま

せんが、様々なアトラクシヨンやイベントが催され

ています。ここにも素晴らしいボールルームがあり、

自由に踊る事が出来るようです。

(3)2009年 の大会は9日 間あり、概ね朝の8時

から真夜中までプログラムが続きます。その間、

平均8回くらいのジェネラル ダンスタイムがあり

ますので、そのときは一般の人もフロアで踊る事

ができます。私が見ていた限り、平均して意外と

空いていましたので、思いつきり踊る事ができると

思いますよ。ぜひ、来年は行つてみて下さい。

*素敵な質問を頂きましたが、住所氏名が漏れていました。
ウイおじからの押し付けプレゼントをお贈りしますので、こ―
報ください。
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ひ党雉
今回は穴埋め問題に挑戦してみましょう!

①～⑨の空白に当てはまる英単語、もしくは日本語訳を 輌
書き入れて、ユリア (Y)と りカルド(R)の会話を完成させて下さい。

コリオグラフィー

Ⅵ How do you like this new choreography?

(この新しい ①_ど う?)

R:lt's nice!Did you ②_____it?

(素敵だね1 君が作つたの?)

聯 No,■ was my grandpa's idea.   .||:||

(私のおじいちやんよ。)      ●IF

R:Oh come on,Yulial

(嘘だろ、ユリア。)

Ⅵ l'm③_____一 ・19°t the idea

④

―

a mOVie i saw iast night.

(冗談よ。私が考えたの。昨日見た映画から

思いついたの。)

R:Great!You could be a wonderful

⑤     l
(すこいね1 君つて素晴らしい振り付け師になれるよ。)

¬メーカー直販だから、毎″ロープライスノ

:彗注品、フオーメーシヨン衣装承りE

TEL 049-225-1540
川 越 市 脇 田 町 103  り|

吉祥寺店亮蓼〒夢
J掴より

フラメンロ衣装
フラダンス衣装
れ 材 ケ,ンス
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R:Hey7 Yuiia,did you hearthat Mirko and Alessia C)_____?

(ねえユリア、ミルコとアレッシアがカップル解消したつて聞いた?)

Ⅵ⑦

―

dO yOu know that?

(どうやつてその事を知つたの?)

R:lread an article on the internet.                            .

(イ ンターネットの記事で数日前に読んだんだ。)

シェイム

Y lt's a shame,but wi‖ they return to competitiOn with another

partneら I wonder?

(③_ね 。でも彼引よ競技会に違うパートナーと戻つてくるのかしら?)

Y No.The articieく)_____that they wilifocus on their personal

‖ves.

(いや、その記事によると彼らはそれぞれ人生のパートナーとの生活を大切にした

しヽみたいだよ。)

※kidding→ 10kingの ように他の答えも考えられます。いずれにせよ、相手に通

じれば良い事にしましょう。また、このお話 |よ フィクションで、実在する人物とは全く

関係はありません (笑 )。
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DVDを英語に役立てよう。
レI鸞鮮鶉鵞まず1英語で1見る

=(イ
ギリス1人になつた気1分|でう

に[my鰈遷次lt日本語|で1見|るt

膨IはM洟議もう■度英語で見|ると,ほら,わかるところが1増え|で毒す↓

下記のレクチャーのワンシーンを音読し、口を英語に馴 らしましょう。

方法 :

① 力カオ含有率70%以上のビターなチョコレートを

選びます。

② l日 50グラムを3回 に分けて食べる。

③ 食事の20分前の空腹時にゆっくり食べる。(食欲

が抑えられます。)

チョコレートに含まれるカカオポリフェノールはこん

なことに効果的。

☆成人病を予防 ☆がんの予防 ☆ストレス対策。

でも、食べ過ぎに注意 !

[ElvEllo00109125‐辺リカヽら1.

How do we present社 ?(どう見せるか?)

The head rotates.(ヘ ッドを回転させ)

This is a promenade Position.

(これがプロムナードポジション。)

We have a CIosed Position, the head wi‖

turn,、″e saylook,this is the presentation of a

CIosed Position.

(まず、クローズドポジションになり、「ほら」と言つ

た時のように、ヘッドを回転させると、クローズド・

ポジションになります。)

Very7 very simple and it can be developed.

Tトー‐ダイ‐エット」

OK?
(非常に単純ですが、ここから発展させていくこと

ができます。)

How would the lady know that i would like

the head to change?

(女性は私がヘッドを動かしたいのをどのようにし

て感じますか?)

Now most ofyou,you are aware ofthe word

of CBM¨Contrary Body Movement.And i
tend to useit alot when l'm teaching.

(皆さんの多くは、CBMと いう言葉をこ存じと思

いますが、私は教えているときにこの言葉を結構

多く使う傾向にあります。)

Chocolate.Diet

卜Лethod:

①  Choose bitter chocolate which contains more than 70 0/0
00COa

② Eat 50g of chocolate divided into equal portion three

daily

③ 20 minutes before yourrneal and only when you are hungry,

eat the chocolate slowly (You can control your appetite)

Cocoa polyphenolin chocolate is also g00d fOr the prevention

of cancer,aduit diseases and getting rid of your stress But

don't eattoo much!

～オ…ナニ様の個性を生かし、夢を形にするお手伝い～

私たちにお任せぐださいノ
全国80軒以上のお教室、練習場、ダンスパブ等で、デザインから
設計・施工まで、“ダンスの空間づくり"の実績がございます。

●フロアのリペア、リフオーム、

内装工事もお気軽にご相談

ください。

●ダンスパレットのレンタルも

承つております。
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