
⑦クイックステップのクォーター ターンから

プログレッシブ・シャッセにつなげる場合など

に、クォーター・ターンの3歩目で男性が右足

にロアーしてしまう →(正)アップですから

フットワークはトウのままです。

③同上のケースで、女性が4歩目をヒールから

出る →(正 )女性も3歩目でアップしています

から、4歩目はトウ・ヒールです。

⑨ルンバの前進ウォーク i男女共にヒールか

ら出る →(正 )ボールからです。

⑩ルンバのホッケー スティック :女性の 1歩

目右足を左足後ろに後退する →(正)右足は

左足に揃えます。

こうしたコモンフォールトは、初心者だけでな

く上級者にもよく見られますが、勿論誤りです

(本当に狭い場所や人で溢ねているフロアで

踊る時はどんなフットワークでも構わないで

しよう。周囲の人に気を遣いながらパートナー

と楽しく踊ることが最優先されるでしょうか

ら)。

ここではフットワークだけを取り上げました。こ

の勉強は地味ですが、ムーブメント全体に大き

な影響を与えます。どこか上手くいかない時、

新しいフィガーを習つた時などはフットワーク

の確認をすることをお勧めします。ダンスウイ

ング52号の付録 DVD(ビル&ボビー アー

ビンの追悼番組)の中でアンドリュー シンキン

ソン氏が、「オナー・ダンスのフォックス・トロッ

トで間違つたフットワークをしてしまい、次にビ

ルのレッスンを受けに行つた時、『こつちへ来

い|』 と怒鳴られ、それからずっとリバース ウェ

イブをやらされました」と回顧していますが、そ

れ程フットワークは大切な要素です。

『Theプメ出し Storyノ (セ の5)』

アメリカにやつて来たミンミン。今日はヴィクター先生のスローのレッスンで

す。「ホールドしましょう」と言われて、喜んでヴィクター先生の左手をギュッ

と握つたら、「これこれ、小鳥がつ31れるよ」と言われてしまいました。どういう

事なのでしょう…?

Ql:コ モンフォールトっ7?

――サークルでワルツのレッスンを受けていた時、サークル員の過ちを指摘しぜt｀たぉ生が、
「コモンフォールト」と言う言葉を使われました。初めて耳にしたこの言葉の詳しい説明をお願いし

ま 1ナ 。 (埼玉県所沢市の Mさん 男性 )

「よくあ了誤り」
yt},意味です。

こ質問有り難うこざいます。英語のコモン

フォーリレト(commOn faut)は 、ダンスに限

らず様々な分野で使われている言葉で、コモ

ン=よく起こる 十フォールト=過ち、の意味で

す。社交ダンスではフツトワークの使い方でコ

モンフォールトが沢山見られますので、今回は

その幾つわ`を書き出してみましょう。

①ワルツのシャッセ フロム・PPi男性が4
歩目左足をヒールから出る →(正 )ト ウ

ヒーリレです。

②ワルツやクイックステップのナチュラル

ターン :男女共に2歩 目をヒールから出る

→ (正 )トウです。

③タンゴの後退ウォーク :男 女共に前足の

ボールが床に残つている → (正 )足はヒール

になつていなければなりません。

④タンゴのクローズド・プロムナード:男女

共に 1歩 日、2歩 目をボールから出る →

(正 )両方ともヒールからです。

⑤スローのフェザー ステップ :女性の前の

足のボールが残つている → (正)3歩共ヒー

ルです。

⑥スローのスリー・ステップ i男性 ]歩 目の

左足がヒール・トウになつている →(正)1歩

目はヒールでライズがありません。よつて2歩

目もヒールから出て、フットワークはヒール・

トウです。

ちょ3づど鯰ギQ&A
ウインク

‖
おじさんぼ聞ι)7みよう

そこで問題です。

ヴイクター先生とミンミンの下記の会話を読み、「小鳥がつぶれる」の意味を理解してみましょう。

∨ictor

Minmln

∨ictor

Be carefuL Don'tk‖ l that‖ttle bird.

気をつけて。小鳥をつぶしてはだめだよ。

Which bird?

どこに小鳥が?

When a man takes a hold with his left and your right hand,image that there is a sma‖

bird in your grip and you should take care not to crush it… ・but don't let it fly away,

either!

ホールドする時は、つないだ私の左手と君の右手の中に小鳥がいると想像するのさ。その小鳥をつぶさないように、かつ、
逃がさないようにするのさ。

∪nderstood!

納得!

※このお話はフィクションです。実在する人物や団体等とは一切関係ありません (笑 )。
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壕 識 勒パリ■―ション■
初・中級レヘルの人t対象lc、 ぢょ3っ とだけ“キラリン"と輝く

アク起ントのつιlたパリl―ションt毎回街届けし7し }ま す。

さあ′みんない踊っ7みよう′

今回は、スタジオひまわりから6月 に発売

された新D∨ D「王者のステップ」(ミ ルコ

&ア レッシア組/4種 目)の 中から、ス

□― フォックストロット編で使われている

バリエーシ∃ンの一部を書き出してみまし

た。ベーシックのステップが、“キラリン!"

と輝きます。

ウイングむ0れの“ぢよ3うと"講座″

醐
一

ウイングおじさんの

壕 ひ党鶯コラム:

■||▼■早 |■甲 |'μl「
g,■,I■■■■■■■■■■■■■■

ビッグマックは世界中で販売され、しばしばアメリカの資本主義

のシンボルとして使われています。経済学者は各国の物価を測

る上で、このビッグマックの価格に注目しているそうで、これを

ビッグマック指標と言います。UBS資産管理リサーチはこのビッ

グ・マック指標を用い、各都市で1個のビッグマックを購入するの

に必要な労働時間を算出することにより、各都市の物価に比した

賃金水準を推計しているそうです。つまり、ビツグマックの値段に

よって、物価の高い国かどうかがわかつてしまうということになり

ますね。

(参考文献 :httpプ /WWW oanda com/currency/big‐ macJndex)

丁he Big Mac is known worldwide and is often

used as a symbo:of American capitalism.The

Economist has used it as a reference point to

determine the cost of living in difFerent

countries一 the Big Mac index――as itis so

widely available and is comparable across mar‐

kets.This index is sometimes referred to as

Burgernomics.UBS Wealth Management

Research has expanded the idea ofthe Big Mac

index to inciude the amount of time that an

average workerin a given country must work to

earn enough to buy a Big r輌 ac.

Does this mean we can ascertain which are

expensive and inexpensive countries according

to the domestic price of a Big Mac...1?

■ノヽり
‐

l‐―ション9 Foxtrot(中 級 )

|1薔璧よ菫尋驚
設

スタツフ募集中1

旱饉畢 鮮 二栖 433判 7TEL047… 448… 8375
営業時間/PMl:00～ PM5:00(月 曜定休)※ 夜の部は予約の方のみとなります。

骨蒻 ;:l歩弾藤寧ボ

～中央斜めにフェザー ステップから踊り始め、リバース ターン、スリー ステップと続けます。そして～

1--5
コーナーにナチュラル ターンの前半に入ります。男性がヒール プルする所までの5歩を踊り、男女共5歩目の

終わりにライズします。*最後CIClは SSでもOK。

SQQ
QQ

6-7 新LODの中央斜めにフェザー ステップの2～3歩目を踊ります。これをホバー フェザーと言います。 QQ

8^レ 10 中央斜めにクローズドテレマーク。 S Q Cl

11～ 17 壁斜めにホバー クロスに入り、7歩目を中央斜めに終わるように調整します。
SQQ
QQQQ

18-24 中央斜めにオープン テレマークの3歩を踊り、続いてヨーナーにPPからのナチュラル ターンの3歩、そこから

アウトサイドスイブルの 1歩の合計フ歩を踊ります。

SQQ
SQQS

25-29 男性は右足、女性は左足から新LODに添つてナチュラル ジグザグの5歩を踊ります。 S Q CIQ Q

～スリー ステップから適切なフィガーにつなげましょう～

Who's CEOFF?‐

Q:Do you llke bread?
(バンは好き?)

A:Yes,l absolutely adore bread,

especia‖ y vvith the crusts

sti‖ on.

(う ん、バンはもちろん大好きだよ、特に耳つきね )

毎日、お米は嫌だというGeofさ ん。やつばリバンが大好きなの

だそうです。日本では結構バンの耳を切り落としてサンドイツチ

にしたりしますが、イギリス人はパンの耳が大好きで、バンの袋

を空けたら、我先にとバンの耳をめぐつてケンカするほど。とりあ

えず、こ飯は仲良く楽しく食べましょう!

ウイおじの

このコーナーに質問をよせて頂いた

方、励ましのお便りを下さつた方の中か

ら抽選で1名様に、ウイおじがカミさん

と書いた「私のダンス用語ノート」を差

し上げます。読んで面白い上に、役に立

ちますぞ! 勉強したくない人でも関係

ない「押しつけプレゼント」なのです 1

当選者発表は発送をもつてかえさせて

頂きます★

〒120-0035
東京都足立区千住中居町29-20-3F
ダンスウイング「ウイングおじさん」の係まで。

入場料:昼・夜 2,500円 スタッフ数7～ 8人 (常 時)

営業:1:00～ 4:30(昼の部)7:00～ 11:00(夜の部)

定休日:木曜 (夜の部)と日曜  W

タングーラ   ζZ

TEL.03‐ 5697…1245

サークルから気軽に始めてみませんか ロ
☆新松戸スタジオサークルスケジュール

毎月 1回 19:30～21100 南流 山スタジオ2階

☆千葉組のカップルことの講評&ア ドバイス。 カツカ レ2,000円

毎月 1回  1800～ 1930 南流山スタジオ 1階

★ウォーミングアツプ&クールダウンのストレッ六築田組のミニデモもありま丸お一人様1,000円

7178‐8078           墨047‐ 346‐0810

彎籠:“聴:鳥
|

【お問い合わせ】
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