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吹き抜ける風がなんとも心地よく感じる今日このごろ、 いかがお過ごしでしょうか。 風薫る五月がやってまいりました。
桜が舞い散るかのごとく過ぎ去っていったスプリングダンスパーティ、 そして次は 25 周年記念舞踏晩餐会と、 より一層色鮮やか
となる季節をお過ごしください。

スプリングダンスパーティありがとうございました
4 月 23 日 ( 日曜日 ) に、 スプリングダンスパーティがヨコミチダンスプラザ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。
☆プチデモにご出場の皆様☆
ご出演･ご参加頂いた皆様、 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。

1部

☆チャレンジカップにご出場の皆様☆

スタンダード

2部

ラテン

☆ご参加いただいた皆様☆

横道明宏先生のダンスコラム
「立てなければ歩けない、歩けなければ踊れない。」
蓋し名言だと思います。
直立二足歩行は人類だけが持つ特徴です。最近の研究では、脳の進
化によって重くなった頭が不安定となり四足では支えることが難し
くなり、二足歩行へと変化した説が有力です。
ダンスでもまさに、直立二足歩行の目的は頭を支えることです。骨
格はその支持装置として働き、更に、運動装置としても使われます。
ダンスの練習では、ついついその華麗な動きに囚われ、「動くこと」
に目が行きがちですが、もう一度、「直立二足歩行」の「直立」に
目を向けて下さい。上手に立てると、余分な力も抜け、バランスも
向上し、その結果、より良い動きが手に入ります。
かつて、ビル・アービンという、ダンスの世界チャンピオンが、ダ
ンスの講習会において、頭の上に灰皿を乗せ、クイックステップの

25 周年記念舞踏晩餐会
今回は特別企画が盛りだくさん！
7 月 9 日 （日） 新横浜プリンスホテル １3 時～
ご出演者大募集中♪今からでも間に合います！
★紅白戦はトライアル形式の複数カップルで紅・白組に分かれて踊ります。
今回は生バンド演奏です。チームの応援合戦もお楽しみに！
★ミニデモは 1 曲より短い (１分 30 秒 ) デモンストレーション。
男性・女性教師をお相手にご出演いただけます。
アマチュアカップル・デュエット・グループでの出演もＯＫです。
★デモは１曲まるまる好きな先生や素敵なパートナーと思う存分、
夢の世界を演出して下さい。
ソロ・カップル・デュエット・グループ・その他ショーでの参加等も歓迎！
ゴージャスな雰囲気をお楽しみ下さい！
★即興デモは練習なし、いきなり本番で普段踊ったことのない教師と

バリエーションを踊り、頭が支えられていることの重要さを知らし

１分 30 秒のデモンストレーション。

めました。訪れていた講習受講者はその光景に驚き、踊り終わった

デモや紅白戦に出演しなくても楽しもう♪

後、再びテーブルに置かれた灰皿を手に取り、接着剤がくっついて
いるのでは、と何度も見たそうです。もちろん接着剤はありません
でした。ファッションモデルの女性が頭に物を乗せて歩く練習をす

★若手アマチュア競技選手の男女がダンスタイムで皆さんのお相手を致します。
★ホテルのフルコースディナーがお楽しみ頂けます。（フリードリンク付き）
★生徒様・ＹＤＰのスタッフのディナーショーを堪能出来ます。

るのも同じ理由からです。

お問合せ・お申し込みは

是非、頭を上手く支えながら踊ることをお試しください。

ＹＤＰ
042-765-5044 まで

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

佳奈先生の健康百科
ロカボ（低糖質）
最近、健康番組やダイエット情報などで良く耳にする「ロカボ」とは、
「ロー（低い）カーボハイドレート（炭水化物）」の略で御飯やパン、
麺類などの炭水化物に含まれる糖質を減らす食事法のこと。血糖値が
上がりにくくなり肥満や生活習慣病の予防になると考えられていま
す。最近はコンビニやレストランなどでも「パン抜きサンドイッチ」
「麺なしラーメン」といったロカボメニューが続々と登場しています。
適正糖質は 1 食で摂取する糖質量は 20 ～ 40ｇと提唱されています。
白米ご飯 1 膳（150g）には約 55g の糖質、食パン 1 枚 45g（8 枚きり）
で 20g なので、御飯は少なめの１膳、食パンなら８枚きりで２枚まで
が１回の食事に適正ですね。

先生たちに聞いてみた！
デモで踊ってみたい曲は何ですか ?
横道：Je t'aime... moi non plus

＆

Gainsbourg and Jane Birkin

佳奈：爽やかな曲が好き、特にカーペンターズやクラシックなどです！
西村：吹雪絶唱 - 竜童組
松岡：ベートーベン「交響曲第 5 番 ( 運命 )」
横田：chacha- ラストダンスは私に rumba- 南国土佐を後にして
増尾：自分のダンスに合った曲ならなんでも OK です！
横山：浜辺の歌

YDP からのお知らせ

長内：イメージに合わせた曲をえらびます。

正式に入社致しました !!
４月から入社いたしました、東海大学 OB１年の宮原弘樹です。大学で競技ダンスを始め、
４年間ラテン種目を中心に踊ってきました。これからは 10 ダンスを目標に踊っていこうと

奥村：schindler’s List のテーマ曲
中村：トゥーランドット - 誰も寝てはならぬ
岡本：ジョージウィンストン - オータム & サラブライトマン - ス
カボローフェアー

思っています。至らない点も多々あると思いますが、これからよろしくお願い致します。

田中：布施明 - 君は薔薇より美しい

YDP に来て既に１ヶ月が過ぎてしまいました。
この間、町田の A-1 や南青山のリビエラクラブでもグループレッスンをさせて頂きました。

内田：25 周年記念舞踏晩餐会のディナーショーで使います！

拙い部分やスムーズに出来ないところが多くみられがちですが、皆さんとの時間もダンスの
方も、時代の波に乗り遅れないように一つ一つを大切にしていきたいです。

小國：Friend Like Me

アラジン

邵 : 生演奏（ビートの強い曲）
麗伽：Cuande Te Veso -Talia

宮原 弘樹

YDP ホームページが便利に！見やすく！
リニューアルしました！

今月の特集
UK ドレス 2017 トレンド情報

皆様はホームページがリニューアルされてからご覧になりました
でしょうか？
YDP ホームページではグループレッスンスケジュールが毎月更
新されたり、 教室ブログの更新が以前より増えてダンスに関する
情報 （競技会 ・ ダンスショップ ・ サークル情報） や、 オーナー
によるグルメ ・ ダンス海外事情の記事が増えました！
パソコンはホームページ右上の会員窓口から、 スマートフォン
は左上の MENU タブの会員窓口からご覧くださいませ。

1.【淡色・カラフル】
今季のはカラフルに遊ぶ選手が目を引いています！微妙なニュ
アンスを大事にする選手は踊りまで繊細に見えます。

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

2.【幾何学模様】

スムーズにアクセスできます！

後期 YDP パーティー情報

ご参加 ・ ご出演大募集！

YDP Autamn Dance Party 2017
日時：10 月未定

場所：YDP

入場料：前売券 2000 円

12 月 17 日（日）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）13 時～

スターリードサマーセールのお知らせ

SALE
スターリード（YDP 内）では 8 月 21 日（月）～ 26 日（日）
この期間限定で大変お買い得なセールを開催いたします！
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♪

ボディをキャンパスに見立てて描いた大胆な絵柄がポイント！
ネオンや格子、ベージュに幾何学模様をあしらえばそれはまる
でスケルトン！

3【透け＆見せ】
着てる ? 着てない ? 透けてる ? 透けてない ? などと思わせるテク
ニック。
「どう隠すか」ここがポイント！ヌーディーなシースルー
素材を用いたドキドキする遊びも、ラテンから広がったトレン
ドなのです。

編集後記

今回、初めてプラザ通信の編集担当をしました、宮原弘樹です !
プラザ通信のことは入社する前から何となくは聞いていましたが、
こんなに大変だとは思っていませんでした。
ですが、そのおかげで画像の編集や文章のデザインなど沢山のこと
が出来るようになりました。
その反面、生活リズムが全然固められていません。
常にダンスと触れていられる生活は本当に幸せです。
皆さんと楽しく、達成感のある社交ダンスを踊っていけるように
日々頑張っていこうと思いますので、これからよろしくお願い
致します！
宮原 弘樹

