
壕 ひ党軋Q&A
すあ ウイングおじさんぼ聞ι)7みよ)

池田ゆうこさん (富 山県富山市 )、 山木好則さん(北 海道旭川市)、 お二人にお贈りした「プレゼント」が戻つてきてし

まいました(涙 )。 住所と電話番号をお聞きしたいので、お手数ですが 03-5813-2281(DW編集部)ま でこ連絡

下さい。もう一度“おしつけ"させてもらいますので!(笑 )

Ql:ワ ルツのルドルフ・フォーラウェイの意味は ?

一― ワリレツのリレ陶レフ・フォーラウェイが収録されているDVDがあれば購入したいと思つ
1で下17ギ

｀
警
「

下
頂

けませんでしょうか。また、その意味も教えて下されば助かります。 (千葉県幸:

昔のイタリアの映画4jl優が

関係し7ι lZよ うです。

お便りありがとうこざいます。さて、こ質問の件

ですが、まずは思いつくテキストとD∨ Dをこ紹介

します。

1「テクニーク・オブ・アドバンスト・スタンダード・

ボールルーム・フィガーズ」

ジェフリー・八―ン氏のテキストがあります (この

英語のテキストも、遂に lDttAか ら翻訳版がでる

ようです!)。 これには一般のテキストに出ていな

い高度なフィガーが100種類弱解説されており、

その中に、「ナチュラル ピボットからの“ルドルフ・

フォーラウェイ"の説明があります。見開き2頁に

またがる男女の説明を簡単にまとめると、ワルツ

の男性の場合、

(カウント3)ピボット
(注 :これは、ナチュラリレ スピン ターンの後に続けるスピン&ピボット、

あるいは、コントラ チェックから戻つて入るナチュラル ピボットを考え

ると良いでしょう。)

(1)右足前進で弾みを付けて女性にロンデさせ

(2)左足に体重を戻し

(3)スリップ ピボットして終わります。

先日カップル解消したミルコ・ゴッゾーリ&アレッシ

ア ベティ組の元世界チャンピオンがモデルとなり、

テキスト内容をフルにカバーするD∨ D(英独日語)

も別売されているので、テキストの理解を深めるの

に大変役立つと思います。

2.ひまわりのDVD「シンプリー・ザ・ベスト、パー

ト2」 (ワルツ編/ヒルトン組)

この D∨Dのグループ1に出ています。カバーには

「ロンデ」とだけ書かれていますが、中の説明は“ル

ドリレフ ロンデ"となつています。これは,レドリレフ

フォーラウェイと同じで、単にルドリレフとだけ言う

■
■
■
■
■

DANCE VvING 1/1 2010



事もあるんです。この D∨Dでの男1生の踊り方は、

ヒンジに入り、

(1)男性は左足でピボツト

(2)右足でスピン

(3)左足でピボツト、そして、

(1)右足の上で女性にロンデさせます。

参考までに、この時カレンちやんは右足を床から高

く上げてロンデしていますが、床を掃くようにロン

デすることもできますし、どちらの形を取るかは男

性のリード次第です。

くこのD∨ Dは、いろんな意味でウイおじの一押し

です!>

以上から、ルドルフ ロンデは、男性左足のピボツ

トから右足前進時に、女性の右足を後方ヘロン

デをさせてフオーラウエイの形にさせることが分

かります。後続には一般的にスリップ ピボツトが

きます。

最後に、その意味ですね。

私もダンスを始めて以来、「どうしてわざわざ リレド

ルフ"つて言うのだろう?」 と、長い事 (25年位 !)

ず一っと不思議に思つていました。クリスマスに登

場する赤鼻のトナカイ (ルドルフ)と関係あるのだろ

うか、それともルドルフなにがし氏が考案したのだ

ろうかなどと、いろいろ想像を巡らしていましたが、

ある時、「THE WORLD OF PHYLttS HⅣ LOR AND BALLR00M

DANONG」 という本の中に、「イタリアの映画俳優リレ

ドルフ バレンチーノ"の名前から取つたJと書か

れているのを見つけました。そのときは、本当に嬉

しかつたです。

暑凝:眼鶴爾機痩ぶ議辞鍾説辞1瀬夕癬鸞鍮鞠1参静轟縛縛鮮麟聯事ち鷲鞣tl:層i翻観

更にそれをヒントにインターネットで調べて行く

と、彼の主演する「黙示録の四騎士」(1921年 制作)と

いう映画の中に、酒場でタンゴを踊るシーンがあ

り、そこでバレンチーノが女性にこのルドルフ

フォーラウエイの元となるロンデを何度かさせて

います。

そうそう、もう少しで忘れる所でした(汗 )。

もしアレックス ムーアのポピユラー バリエーシヨ

ンをお持ちでしたら、開いてみて下さい。ルドルフ

フォーラウエイの踊り方が幾つかでていますよ。

l雲誓99蜃瑳星ξξ仇 う
°
ソじンチノ

「THE llVORLD OF PHYLL S
HAYLOR AND BALLR00M
DAINICINGJ

【
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Q2:踊 っ7し }る 時、こ―ルの音はするの ?

一
付録のブラックプJレのDVDは素晴らしいです相 見ていて、ス

」χぶ話:喜諷:こ繹 碁tルが高くてビックリしてしまいます。ところで、映像からは聞こえてきませ

壕 ひ党勒英会話
すぁ′ 中1英語で世界へ飛ひ出セ)J

て い る の で す か ?(社 交ダンス入F5者 、東京都大田区のKSさ ん )

:実は、音t立7な いよう18

1‐踊っ7ι lτ んです。

始めのうちは何から何まで不思議がいつぱい

ですよね。さて、先日ロンドン・インターに行つ

てきましたが、フロアの近くで見ていても殆ど

靴音は間こえてきません。男女を間わず、ダ

ンスでは音を立てないように踊つているので

す。そのためには、正しいムーブメントと正し

いフットワークが必要ですから、KSさんもそ

うした事を考えながら練習して下さい。また、

周りの人が高いヒールを履いているからといつ

て、それに合わせる必要はありません。ヒー

ルの高さや太さは、自分が安心して踊れる物を

選びましょう1

M∝呼Christmas al湖

a IIa祠 囮 恥 ar!!!

メリークリスマス! そして新年明けましておめでとうこざいます !

今年もダンスウイングをどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、2010年最初のレッスンです ♪

あなたの個性を
一夕の生地から演出いたしま
Makttng Fabric Cο me Tο  Lι ′θ

◇英国感覚のモダン・ラテンドレスオーダー ◇体型を考えた上でのドレスオーダーが可能です。

ｗｔ
ｔ
．
騨



『Theダメ出しStoryノ 』

ロンドンにやつて来て、ダンスを習い始めたミンミン。

先日、ジヨナサン・ウィルキンスさんに覚えたてのクイックステップのクオ

ーター。ターンを見てもらおうと踊り始めたら、早速ダメ出しされてしまい

ました。くすん (泣 )。

号温 はゆ
助手である。

クオータ…0タ ーン・トゥ・ライトを習うミンミン

JOn M/G汁 ′胆 汁′Ⅶ嘔H InaQuatr Tumto the ttgh† ′the Lady ttins back“ diagomlン to the WalL

(ちょつと待つた一! クオーター ターン トゥライトでは、女性は壁斜めに背面から始めるんだよ。)

Min:I undcrs† and｀ backing″ ′bu† what is lhe diagona‖ y to lhe wa‖ ?

(背面はわかるけど、壁斜めつて何?) ※dttgOndけ =対角線の、斜めの

■そこで」onから問題です。「壁斜めに面しているMInmin」 の図はどれでしょう?

Ψ

LOD
Ｄ３Ｌ

―
ｌ
ψ Jon:The answer is BI

(答えはBだよ1)

■下記の日本文と適切な英文を線で結んでみましょう♪

1.壁斜めに背面して左足後退

2.LODに面して右足前進

3.右足後退

4.右足に左足をそろえる

A.Lcft Foo† back backing to diagonal lo wa‖

B.Righl Fool back

ε.Righl Foot forward facing†o LOD

D.ε lose Lef† Fool lo Righl Foo†

q=シ  ロ=ε  ,=z ソ=T:2電彰

※このお話はフィクションです。実在する人物や団体とは全く関係ありません (笑 )。

ョン衣装承りま

TEL.049-225-1540
川越市脇 田町 103  ,l

TEL 048-831‐ 8413 TEL 048-645-7225 TEL.03-3559-6534 TEL.042-726-2395
たヽま市浦和仲町1-5-8 さtiま 市大宮区仲r2・71シオン大宮lF 東節 根橋区日島平2‐ 23‐ 1‐ 103 町日市癬野i‐ 37‐ iO HI田 ビル5F
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ウイングおじさんの

ち原}え奮コラム
僕の髪の毛よ、行かないで !

皆さん、家の中に落ちている髪の毛はちゃんと始末し

ていますか? 抜けた髪の毛をそのままにしておくの

は、実は風水的にはとてもよくないことだそうです。な

ぜなら、抜け落ちた髪の毛=死骸。死骸を家の中にお

いたままにすると、幸せは入つてきにくくなつてしまう

というわけ。大掃除、ちゃんとやりました…?

Please donit gO,

Do yOu thro、 Ⅳ yourfa‖ en ha r avvay?

lf you keep itin the house,lt stops g00d luck from

entering your home According tO the ancient chinese

art of.`Feng shul・  ,fa‖ en ha ris akin to a dead body

and,in such an environment,it ls hard for good luck

to prosper  Have you done year‐ end cleaning?

Geo■ (ジェフ)さんは、ダンスウイングの英

語の記事の添削やチエックをしてくれて、い

つも素晴らしいアイデイアを出してくれる人。

時々センスある名言を吐いて、私たちを笑わ

せてくれます。そんな彼の素顔を皆さんにも

こ紹介したいと思い、こんなコーナー設けて

しまいました。それでは早速、彼に聞いてみま

しょう。「Geofさんつて、どこから来たの!?」

Q.Where are you from?
(出 身地 よどこ?)

A.I am from London′ England.
(イ ギリスのロンドン出身だよ。)

Geof「生まれも育ちもロンドンの郊外のクロイドンというところ。色々有

名なものがあるんだ。英国―古しヽ果物と野菜の市場とかね。J

これはいつかクロイドンに行つてみTJければ| ちなみに、クロイドンは古

英語で
'サ フランの花・ 」咲く谷

'と しヽう意味があるそうですよ。

Wh●'s CEOF「
‐
翌

11,:,|:|'|;1111:,,|:|
:|,1毬
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壕 識 ,ノ りヽ■―ション
初・中級レベルの人t対象IC、ぢょ3っ γだけ“キラリン"と輝くアク起ントのつし}た
パリエーションtお届けす7新企画。すぁ′ みんない踊っ7みよう′

■ バリエーション 1「ワJレ ツ」 おナチュラル・ターン前半の代わりに男性前進からのティプル・シャッセを使い、ターニング・ロッ

`ク
に続ける所と、シンコペーティド・カーフド・スリー・ステップが“キラリン!"と光ります。

ステップ 説明 (男 性主体の説明です ) カウント

]-3 男性は壁斜めに面して、ナチュラル ターンの 1～ 3を踊りLODに背面します。 ]23

4^ン 6
左足後退からオープン インピタス ターンの3歩をE尋 り、PPになって中央へ進む用意をします。インピタス ター

ンでは、男性のヒール ターンがありますが、ヒール ターンせずに、右足 Tを女性の足の間に出す踊り方もあります。
123

7^ン 12 右足かllウィーブ フロム PPの 6歩を踊り、三→めに終わります。 123
456

13-‐ 16
アウトサイド ノ(―トナーに右足前進し、クイックステップの左へのティブル シャッセの4歩を踊り、4歩目で□

アーして LODに背面します。
12&3

17--20 右足を LODに後退しつつ、ターニング ロック ト, ライトの4歩を踊り、PPで終わります。 l&23

21-24
中央斜めに右足を CBMPにステップし、左口≡をここしながら4歩使つてカーブド スリー ステップを踊り

LODに背面して終わります。2～3歩目でイン ラインに戻ります。歩数とカウントに注意。
12&3

25-27 右足後退から左足を LODに沿つてステップして重に面し(123)、 スローアウェイ オーバースウェィに入り

ます(456)。

123
456

28-30 右足を左足に寄せ、ライズしながらPPになり、次の這切なフィガーに続けます。 123

■バリエーション2「ルンバ」よ「ニューABCラ テン」(ひまわり発売 DVD)のルーティン3をベースに、ちょこっと展開してみま
した。ニュー・ヨーク前半を繰り返す所とサプライズ・クカラーチャが“キラリン!"です。

ステップ 説明 (男 性主体 の説明です ) カウント

]-3 男性は左手で女性右手を取り、オープン フェイシンク ポジションからニュー ヨークの 1～ 3を踊ります。カ

ウント(41)では2歩目右足に体重を乗せたままでいます.

234]

4-6 ニユー ヨークの 1～3を踊ります。 2341

7～9 オープンCPPになってアイーダを踊ります(男 性は右足、左足、右足と後退)。 2341

10-12
(&)カ ウントで素早く女性と正対し、左へのクカラーチャの3歩を涌ります。これをサプライズ クカラーチャと呼ひ

きす。CPPから突然スクエアに戻つて、女性をビックリさせるからです。ホールドは男性左手と女性右手のままです。
&2341

13～ ]5 男性は左手を上げ右へのクカラーチャを踊る間、女性に右へのアンダーアーム ターンを踊らせます。 2341

16^ン2]
女性が正面に戻り左足に乗つた瞬間を狙い、(&)カ ウントで女性にスパイラル ターンさせ、□―プ スピニングを

踊ります。女性はアンダーアーム ターン最後の左足でスパイラル ターンしてから6歩で男性の周りを歩きます。

&234]
2341

22-‐27
クローズド ホールドこなり、スパイラルの6歩を踊ります。つまり、男性は自分の右側で女性をオープニンク アウトさせ

(234)、 女性の3歩 目右足の上で左へのスパイラルをさせて(1)、 オープン フェイシング ボジションになって終わります。

2341
2341

28 33 最後はカールの6歩を踊りましょう(オープン ヒップ ツイストの3歩目で女性をスパイラル ターンさせ、そ

こからフアン ポジション、あるいは、オープン フェイシング ポジションになります)。

234]
2341

「 |,,|
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