
25 周年記念舞踏晩餐会ありがとうございました25周年記念舞踏晩餐会ありがとうございました

ご意見・ご要望また、お便りが不用の方は、お手数ですが下記まで、お知らせください。

〒252-0303 相模原市南区相模大野 3-18-10　アリスビル 4 階　YDP（TEL 042-765-5044）

ホームページ yokomichi-dance.com       E-mail  yokomichi-dance@mvh.biglobe.ne.jp

  スローフォックストロットの歴史のご紹介です。

19 世紀末、 アメリカでジャズの前身であるラグタイムと呼ばれる音楽が

生まれ、 これに合わせて生まれたダンスの中の一つがフォックストロットです。

1914 年初頭にニューヨークのボードビル ・ ショーに出演していたハリー

フォックスは、 改装されたニューヨークシアターの中の Jardin de Danse と

いうダンスホールに於いてトロッティングステップを披露し、 人々はそれを

フォックスのトロット （Fox's Trot） と呼びました。 また、 馬の足並みとしての

フォックストロットは、 速度はトロットとあまり変わりませんが、 前足のどちらかは

かならず地面に着いているために、 乗り手が楽に長時間乗っていられるという

優れた特長を持っていました。 それをダンスの言葉として使用したとき、

上下動の少ないなめらかな動きを表します。

。

残暑の候、 夜空に秋を感じさせる季節になってきましたが、 いかがお過ごしでしょうか？

まだまだ暑さが厳しいので、 体調を崩されませんよう、 お気をつけ下さい。
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☆4部ご出演の皆様☆

YDP25 周年特別企画

         

皆様のお陰をもちまして、 1992 年に設立して YDP も２５周年を

迎えることが出来ました。 感謝企画としてお家に眠っている

YDP のチケットをお待ち頂ければ、 どのチケットも 2017 年

12 月末日までレッスンでご使用いただけます。 現在のポイント

カード、 以前のピンク紙のチケットも有効です。

この機会にぜひご利用下さい。

ポイント復活
キャンペーン！

25 周年記念舞踏晩餐会ありがとうございました

Vol.52

☆3部ご出演の皆様☆

☆2部ご出演の皆様☆

☆紅白戦ご出場の皆様☆

7 月 9 日 ( 日曜日 ) に、 25 周年記念舞踏晩餐会が新横浜プリンスホテルにて開催されました。

皆様のお陰をもちまして、 盛況のうちに執り行うことができましたことを心よりお礼申し上げます。

ご出演･ご臨席頂いた皆様、 誠にありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。
☆アワード表彰の皆様☆

7/9 （日曜日） に、 25 周年記念舞踏晩餐会が新横浜プリンスホテルにて開催されました。

皆様のおかげをもちまして、 盛況のうちに執り行うことができましたことを心よりお礼申し上げます。

ご出演 ・ ご臨席頂いた皆様、 誠にありがとうございました。 今後とも宜しくお願いいたします。

☆25周年勤続表彰の横田先生と皆様☆



緑茶 ・ コーヒーの効用

　皆様は、 お茶はお好きですか？私はコーヒーが好きで飲まない日はありません。 旅行に行

く時も携帯しています。 そんな私ですが、 コーヒーや緑茶をたくさん飲むと、 死亡率が低下

するという研究結果が国立がん研究センターの研究グループにより発表されました。 研究を

行ったところ、 緑茶を１日１杯未満飲む人の死亡率を１としたところ、 一日に 1 杯から 2 杯の

人は男性が 0.96、 女性が 0.9、 １日 5 杯以上の人は男性が 0.87、 女性が 0.83 と緑茶を飲

む頻度が多いほど死亡する危険性が低下する傾向が見られたとのことです。 コーヒーも同様

で、１日３～４杯飲む人は、飲まない人に比べて死亡リスクがなんと２４% も減ったということです。

その理由は、 コーヒーや緑茶に含まれるカテキンが血糖値を改善する効果があるためです。

カフェインも、 血管を健康に保つ効果があるとされています。 カテキンと、 カフェインが持つ

健康効果についてまとめると、

■カテキン

・血圧が上がるのを防いでくれる

・体脂肪を分解する

・脂質を調整してくれる

・血糖値を改善してくれる

■カフェイン

・血管を保護し、 健康に保つ効果がある

・気管支拡張作用があり、 呼吸器機能の改善につながるという効果があります。

　さらに緑茶には、 認知症を予防してくれる効果もあります。

　コーヒー好きの私には、 嬉しいニュースでした。

宮原　弘樹

社交ダンスを始めてから３年未満の方限定のダンスパーティ
　社交ダンスを初めてから、３年未満の方限定のダンスパーティです。

社交ダンスを習い初めてそろそろ踊れるようになったかな、と思いながらも、

普通のダンスパーティに行くには少し敷居が高いと感じてはいませんか？

「自分だけ踊れなかったらどうしよう」「上手く踊れなくて恥をかきたくない」

「周りの人は皆、自分よりも上手いのでは」

等の不安を感じていませんか？

　今回の「デビュタント・ボール」はそのような不安の要素が一切ありません。

参加者全員初心者です。初心者が王様、お姫様のパーティへ安心してご参加下さい。

これから社交ダンスを始めてみようかな、と思っている方、ダンス衣装をつけて

写真撮影とおしゃべりだけの参加も可能です。

編集後記

佳奈先生の健康百科佳奈先生の健康百科

8 月 21 日 ( 月 ) ～ 26 日 ( 土 ) １２時～２０時まで

この期間限定で大変お買い得なセールを YDP 内にて開催いたします！

この機会に気になるシューズ ・ ウェア ・ ドレスをチェックしましょう♪

SALE

スターリードサマーセールのお知らせスターリードサマーセールのお知らせ

後期の YDP パーティ情報

お問合せ・お申し込みは

ＹＤＰ
042-765-5044 まで

後期の YDP パーティ情報

YDP Autumm Party

10 月 1 日（日）場所：YDP にて 14 時～ 17 時まで

　　　前売り：2,000 円 / 当日：2,500 円

プチデモ

1 分 30 秒で踊るソロデモです。

思い出の曲やお好きな曲、

衣装で楽しみませんか？

チャレンジカップ

女性教師と 1 分 30 秒間を数組で踊る形式のイベン

トです。　

（アマチュアカップル出場も可）

10 種目 (W・T・SF・Q・VW・R・C・S・P・J)

YDP Christmas Dance Party2017

1２月１７日（日）１３時～

場所：ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田　　

　　　　　　（JR 横浜線町田駅下車）

ご参加・出演者大募集！！

デビュタントボールのお知らせデビュタントボールのお知らせ

↑６月３日 ( 土 ) に行われたデビュタントボールの様子です☆

開催日程
①　9 月 9 日 ( 土 )  昼の部 ： 10 時 30 分～ 12 時

②　9 月 9 日 ( 土 )  夜の部 ： 19 時～ 20 時 30 分

同日に２回開催しますので、 ご都合のつく時間にご参加下さい。

会場
YDP

当教室がダンスパーティの会場となります。

参加費用
YDP 会員の方は１ポイント

YDP 非会員の方は　　1,000 円

ご用意いただくもの
ダンスシューズと動ける服装

パーティ内容
○衣装選び ： 女性にはダンススカート ・ ドレス

　　　　　　　　 ： 男性にはエンビ ・ ジャケットをお貸しします　　　

○踊り始める前のエスコートの仕方 ・ お辞儀の仕方

○レクチャー ： ワルツ （クローズドチェンジ）

○練習タイム

○デビュタントタイム ： 一組ずつ踊ります。

　　　　　　　　　　 : みんなで踊ります。

○ティータイム　 ： 紅茶とお菓子で楽しいおしゃべり

最大 90%OFF 太陽の日差しが厳しいなかで執筆しています、宮原弘樹です !

僕がヨコミチダンスプラザに来てから約４ヶ月も経ってしまいました。

少しは教室の空気にも慣れてきて、気を引き締めていかないといけない

かなと感じている今日このごろです。

皆さんとも少しは仲良くなれたかなと思いますので、これからもっと

もっと仲良くして下さい !!

その反面、食生活が未だに全然しっかりできていません。

なのでよく佳奈先生や長内先生に「食べ物はしっかり食べなさい」と言

われてしまいます。

これからどんどん美味しい食べ物が増えてくる季節になりますので、沢

山食べられるように頑張ります !

リニューアルされたホームページも好評です！

URL：http://yokomichi-dance.com/

YDP からのお知らせ

URL ： https://twitter.com/

スマートフォンをお持ちの方は右下の QR コードを読み取ると

スムーズにアクセスできます！

ヨコミチダンスプラザの Twitter アカウントをつくりました！

先生方のレッスン可能な時間や、パーティなどのイベント情報・先生方の試合結果な

毎日ツイートしていきます。

お気軽に「YDP ヨコミチダンスプラザ」と検索してみて下さい。
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