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☆ MJS和太鼓クラブ 

☆ Kelly Girl’s Dance 

☆ Kelly Boy’s Dance 

☆ Bollywood Dance Kids Rockwell 

☆ Dream Girls 

☆ Angel Baton Philippines 

 

☆ 合気道 愛道場 

☆ マナワレア 

 

☆ ２＋ 

☆ Manila Party Crew 

☆ M Company 

 

 

☆ Team Wacoal 

☆ Team JAL 

☆ Kawaii dancers 

エキシビション第一部 

エキシビション第二部 

エキシビション第三部 

櫓踊り 

特集 
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【チーム紹介】 

  私達は、ダンスが大好きな年少から年長クラスの女の子チーム

です。 

  毎日、みんなと一緒に楽しくダンスを練習しています。 

  今回は Mickey の曲でポンポンを持って、チアダンスに挑戦し

ました。 

 

Natsuki・Ichika・Shiori・Sumire・Aira・Rin・Maho・Aimi・ 

Kotono・Risa・Tsubasa・Nonoha・Aoi・Miku・Yasja・Izumi・ 

Rimi・Emma・Yuka・Yu・Saki・Riho・Aya・Lumi・Karin・ 

Kii・Rena・Uzuki・Ayaka・Kokone・Sakiko・Fukino・Noa・ 

Haruka・Kohana・Saya・Tsugumi 

 

Kelly Girl’s Dance 
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【チーム紹介】 

  僕たちは、年少から年長クラスの同じ幼稚園に通う男の子チー

ムです。 

  Daddy という曲でダンスを踊りました。 

  楽しくてかっこよく、みんな大好きな曲です。 

 

Kanato ・Ryo・Naofumi・Keishiro・Haru・Kazuki O・Shuto・Rui・

Kotaro O・So・Robert・Shinya・Kaito・ 

Seijiro E・Kanata・Tomoki・Daiki・Shinnosuke・Shunsuke・Toki・

Yuma M・Kohei・Ayumu K・Takumi・Tomohito・Ryutaro・Mizuki・

Seijiro O・Soma・Kazuki N・Ryosei・Toma・Sosuke・Haseru・Ayumu 

T・Kotaro E・Yuma A 

 

Kelly Boy’s Dance 
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【曲名】It's time to Disco & Chittiyaan Kalaiyyan 

 

【チーム紹介】 

私たちボリウッドダンスキッズは、マニーシャ先生のもとボリ

ウッドダンスを学んでいる、３歳から５歳の国際色豊かなチーム

です。現在は毎週木曜日に、ロックウェルのBeyond yogaスタジオ

で練習しています。 

ボリウッドダンスとは、インド映画のミュージカルシーンに登

場するダンスです。子供達には難しい動きもありますが、毎回楽

しく練習しています。 

今回、初出場でしたが、子供達は演技終了後「楽しかったー！」

と満面の笑みで、とてもいい思い出になりました。演技前の少し

緊張した様子の子供達に、改めて成長を感じた感慨深い夏祭りと

なりました。 

 

指導者：Manisha Budhrani 

  メンバー： 

森瀬 ひまり   近藤 杏 

津崎 一真      吉川 宗介 

鈴木 湊一郎    Alena D’Souza 

Audrey Dewar 

Bollywood Dance Kids Rockwell 

  

初 
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  佐田 麻友子 

Dream Girls 初舞台を盆踊り大会で迎えることができ大変うれ

しく思います。たくさんの方々に応援して頂き、大成功に終わる

ことができました。心より感謝致します。ありがとうございまし

た。 

 

・コツコツ練習してきて、最高のステージにできたので良かった

です！                                        （内田 陽向） 

 

・とても楽しかったから、もっともっと踊りたかったです。 

（佐々木 縞） 

 

・センターでドキドキしたけど、成功してよかったです。 

（佐田 愛花） 

 

・たくさんの人が応援してくれて、すごくうれしかったです。 

とても楽しく踊ることができました。来年も上手に踊りたいです。 

（フレグラー 桃花） 

 

・ドリガルのみんなが間違えないで、カッコよく踊れるようにな

れたので良かったです！                        （祝部 桃奈） 

 

・たくさんのお客さんの前で、楽しく踊れて気持ちよかった。  

（佐藤 深晴） 

初  Dream Girls  



 －７－ 

・最初は緊張したけど、踊ってみたら楽しくなりました。また、

来年も踊りたいです。                    （フレグラー 梨々花） 

 

・皆に見てもらえて嬉しかったし、楽しかったです。 

（佐田 結香） 
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               （42 名） 

１．月組（５～７才、８名）  Dear Future Husband 

安藤 瑛里子、雨貝 純怜、安藤 栞、上野山 愛来、 

木村 真帆、木村 結希、藤岡 凜、安田 夏葵、 

 

２．ポンポンと花組（４才～６才、17名）  Black Magic 

伊藤 瑠美、内山 紗栄、笠置 心咲、佐田 結香、 

二瓶 結名、藤原 絵麻、堀江 香凛、山本 蕗乃、 

小島 璃々花、小林 弥生、新井 梨心、高橋 ことの、 

財前 里帆、南雲 美空、森 美佑、山下 陽、和田 梨佐 

 

３．星組（小１、２年生、10 名）  Shake It 

池谷 汐莉、生田 紗雪、佐田 愛花、フレグラー桃花、 

祝部 桃奈、上条 華乃、片岡 莉乃、陣田 優杏、 

須波 瑠香、谷口 月咲 

 

４．宙組（小４、５、中３、７名）  Circus 

  松本 真希、友部 愛季、光岡 万結、酒井 杏菜、 

  辻 彩花、花田 弥優、山田 紗希 

 

今年の盆踊り大会でエンジェルバトンは 10 回目の出演となり

ました。私が初めて出演した時は６歳だったのですが、まさか 15

歳になっても同じ舞台で踊っているとは思ってもいませんでした。

ローカルの学校に通っている私にとってバトンレッスンは、唯一

家族以外の日本人と日本語を使える場となり、週に一度の練習が

 Angel Baton Philippines  
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とっても大事な時間です。バトンを好きな理由は、ダンスと違っ

た緊張感が味わえるからです。バトンを投げたり、手首、肘、首

やウエストにバトンを巻きつけさせたりする技があるので、バト

ンが滑ったり、落としたりしないかとドキドキします。練習を重

ね本番の時に達成感を感じる事が出来た時が一番うれしいです。

私はこれからもエンジェルバトンで頑張りたいと思います。 

エンジェルバトンを通じてできた友達、たくさんの思い出を作

ってくれる先生でもある母にありがとうございます。これからも

頑張ってください！I love you mom~♡  

宙組  松本 真希 15歳 
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今回で四年目、初心者一名、上級者三名、有段者一名と私の計

六名で演武いたしました。 

いつもの事、演武時に子供達と大人の方々の視線、感性の違い

を感じました。 

  

当日現場のボランティアの方々の動きにそれぞれの責任感が感

じられました。 

  

本当にご苦労様です。 

愛道場一同来年もよろしくお願いします。 

 

合気道 愛道場 熱田 浩次郎 

 合気道 
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ハワイの風をマニラで 

   笠原 雅恵 

曲目：１. Green Rose Hula   2. Ka Nohona Pili Kai 

ALOHA! 私たち Manawalea（マナワレア）は週に１度、ハワ

イのダンス“HULA”を賑やかに楽しくレッスンしています。 

さて、今年も盆踊りの舞台に立てる日を迎えました。私にとっ

てはマニラでフラに出会えた１年越しの夢の舞台。年明けから本

格的にレッスンがスタートし、直前には多くのメンバーがレッス

ンと自主練の日々を過ごして本番に臨みました。19 名が気持ちを

一つにしてお届けしたフラはいかがだったでしょうか。皆様にフ

ラの素晴らしさ、ハワイの空気を感じていただけたならば、それ

以上に嬉しいことはありません。 

この日を迎えるにあたりご尽力いただいた多くの方々に感謝を

こめて、MAHALO!! 

 

生徒代表 後藤 めぐみ 

 ダンス未経験の私でもなんとかできるかなと、軽い気持ちで始

めたフラでした。しかし、やってみるとその難しさに驚愕!!ステ

ップや振りはもちろん、指の先や目線にまで意識を集中させてキ

レイに踊る事がこんなに大変だとは思いませんでした。 

 

 まだまだ経験不足のなか盆踊りの機会をいただき、ありがたい

お話ながら心の中では「素人の私がたくさんの人の前で踊って本

当にいいのかな？」という不安な気持ちがありました。 

 

 マナワレア 
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 不安を解消するにはとにかく練習！という事で、直前には普段

のレッスンのほか毎日集まれる場を設けて自分を追い込み（笑）、

一生懸命みんなで踊りを完成させていきました。 

 練習を通じて、19 名という大人数でフラをすることの難しさを

感じつつ、目標に向かって努力することの大切さを実感しました。 

 

 できる限りの準備をして臨んだ本番！たくさんの方が見てくだ

さり緊張しましたが、終わった後はやりきったぞ！という充実感

でただただ感無量でした。 

 大げさかもしれませんが、マナワレアの一員になれて本当によ

かったな、と改めて思った盆踊りのステージでした。 

 

 さいごに、フラの楽しさを教えてくれる先生方、愉快で素敵な

フラ仲間、当日見に来てくださった方々、練習の疲労と緊張でヘ

トヘトな私を温かく見守ってくれた家族、このような場を提供し

てくださった関係者の皆様に心から感謝しています。ありがとう

ございました。 
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  上野山 哲生 

２＋（ツープラス）は音楽（ロック）好きの駐在員４名（上野

山（Vo.）、西村（Gt.）、冨永（Bs.）、渡邉（Dr.））で昨年の７月

に結成されました。元々友人関係だった中、ふとしたきっかけか

らそれぞれバンド経験があることを知り、マニラでの生活をより

充実させたいという想いからバンドを組むこととなりました。２

＋の名前の由来をよく聞かれるのですが、簡単に言うと、「二兎を

追って、二兎以上を得よう」といった欲張りな想いが込められて

います（笑） 

 

 結成後は週一回程度スタジオに集まる様になり、練習後にライ

ブの計画、演奏したい曲等について話し合いを行いました。そん

なある日、まだライブの予定も決まっていない中、渡邉さんがタ

イに異動するという報せが舞い込んで来ました。兎に角４人で一

度は皆さんの前で演奏したいという想いから、発表の機会を模索

していた矢先に、チャリティコンサートへの出演が決まりました

（宮地さん、阿部さん、その節はありがとうございました）。当日

は洋楽を３曲演奏。たくさんの方々に支えられ、４人で最初で最

後（？）となるライブを無事に終えることが出来ました。 

 

 2017 年１月、残されたメンバー３人で初めて集まった新年会の

場で、盆踊り大会出演の話を打診したところ、メンバーの賛同を

得られ、急遽出演を目指すこととなりました。既にタイトなスケ

ジュールの中で新たなメンバーを探すことは現実的ではなかった

初  ２＋ 
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ため、３人でアコースティック形式で行うことにしました。３人

の予定がなかなか合わず、練習時間の確保や楽器の問題等、様々

なハードルがございましたが、今回も多くの方々に助けて頂き、

当日を迎えることができました。当日は午前中およびリハーサル

直後に雨に見舞われ、天候が心配されましたが、なんとか天気も

持ち、皆様の温かい目に見守られながら、『海の声』・『さくら』の

二曲を演奏させて頂きました。メンバーそれぞれ反省点は多々ご

ざいますが、あの様な素晴らしい環境の中で、演奏の機会を頂き、

一生の思い出に残る出来事となりました（事務局の皆様、スポー

ツ委員会の皆様、誠にありがとうございました）。 

 

周囲の方々のご協力のおかげでバンド活動を行えることに、大

変感謝するとともに、心から幸せを感じます。２＋は今後も気ま

ぐれに活動を続けて参りますので、また皆様のお目にかかる機会

がございましたら、是非とも温かい目でお見守り頂けますと幸い

です。 
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We Love Zumba!!! 

                 唐崎 絵美子 

 マニラ在住６年にして毎年楽しみにしているこの盆踊り大会で、

自分がまさかエキシビションの出演側になろうとは。日本

ZIN(Zumba Instructor Network）仲間の寳来幸子さんと、私達

の 師 匠 で も あ る 憧 れ の Zumba 界 の ス タ ー ZES(Zumba 

Educational Specialist)Prince と Madelle と踊れたら最高だねと

盛り上がり、だめもとでオファーしてみたところ Prince は出張中

で無理だけど、Madelle は日本大好きだからと快諾してくれたの

でした。Madelle は YouTube でも世界中の支持を得ている Live 

Love Party というフィリピンで最も人気のあるグループのリー

ダーで、３月１日に ZES になったばかり。人気実力共にトップス

ターであり、夫である Prince のマネージャー、スタジオ経営、そ

して私生活では５人の子供（８歳から０歳）を抱える超多忙な女

性です。そんな中子連れでお祭りに来て一緒に踊ってくれた!!そ

れだけで感謝感激感無量で、ただひたすらにあの瞬間を楽しみま

した。 

 裏話を少し披露すると前日にMadelleから何の曲やるの？と聞

かれ、彼女からこの曲やろうって言ったはず（笑）とか、当日午

後２時半に難しいから違う曲にしない？とか言われたり←無理

（笑）。でも振付全部覚えてないわーと言って、ぶっつけ本番でも

あのオーラ、あのダンス!!さすが素晴らしかった!!見逃した方、も

う一度見たい方はこちらから→https://vimeo.com/207718146 

撮影編集してくれた片岡さん本当にありがとうございました。 

マニラでZumbaに出会いZumba中毒とまで言われる私の最高の

 Manila Party Crew 
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記念になりました。声援を下さった皆様もありがとうございまし

た。 
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   R.Y.U.S.E.I 

 私はエキシビション（自由曲ダンス部門）で出演させていただ

くのが、今年で 11回目となりました。毎年このような素晴らしい

発表の機会を与えていただいているおかげで頑張ってこれたわけ

で、M Company はつくづくマニラ日本人会の盆踊り大会によって

育てて頂いてきたのだなあと思います。だからそのことへの感謝

の気持ちをこめて、この大好きなお祭りを少しでも盛り上げたい、

という思いで仲間とともに精一杯練習に取り組んで、毎回本番に

臨んでいます。今年もたくさんの観客のみなさまに温かいご声援

をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございま

した！           宮地 和代 （M Company 主宰） 

 

僕たち M Company は、そのとき日本や世界で流行っているダン

スがあればジャンルを問わず完コピし、時には自分たちなりにア

レンジも加えてメンバーみなでシンクロするダンスをめざして練

習に取り組むミーハーなダンスグループです。構成メンバーは駐

在員の奥様が中心ですので、駐在員の宿命で、せっかく巡り会え

て一緒に頑張って来たメンバーがあっという間に帰国される、な

んてことの繰り返しです。現在メンバーを募集しています。私た

ちのダンスを見て、「私も踊ってみたい」と思われた方はぜひお

声がけ下さい！「あんな速いダンスは無理…」と思われた方もぜ

ひ、私たちのこれまでのレッスン初日の練習風景のビデオを見に

来て下さい。信じられないくらいゆっくりのカウントで一から始

めています。「踊りたい！」という熱い気持ちさえあれば、大丈

 M Company  
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夫きっと踊れるようになれます！僕のような還暦をはるかに過ぎ

ても踊っている者もいるくらいですから。まずは見学だけでも良

いので是非いらしてください。（見学希望の方は、0917-622-0898

宮地まで）        宮地 正人 （M Company Manager） 

 

僕たちのダンスを見てくださった皆さん、最後まで応援してい

ただいてありがとうございます。僕たちが三代目 J Soul Brothers

の「R.Y.U.S.E.I」を踊っている際、会場はダンス熱で歓声に包ま

れたように感じました。おかげさまで今年も無事に終えることが

できました。今後とも M Company をよろしくお願いします。  

 宮地 佑 

 

会場の盛り上がりのおかげで、とても楽しく踊ることができま

した。ありがとうございました。ステージ後ろで踊っていた子供

達と是非コラボしたいです！ダンス好きのみなさま、是非ご参加

下さい。                     友部 愛 

 

まさか自分がダンスを…しかも人前で…？！踊ることになるな

んて、思ってもいなかった一年前。思い切って飛び込んでみたら、

練習も本番も、本当に楽しかったです！ダンス超初心者の私を優

しく受け入れてくださった大好きなメンバーの皆さん、そして一

から丁寧に指導してくださった和代先生に心から感謝しています。 

残念ながら本帰国により、最初で最後の盆踊り大会でのダンスと

なってしまいましたが、最高の思い出ができました。ありがとう

ございました。                  番 宏美 
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たくさんの人がステージを取り囲んで盛り上がってくださり嬉

しかったです。練習ではみんなで「ワルさ」「オラオラ感」を出

す表情や仕草の研究をしたりして、練習も本番もとても楽しかっ

たです！ダンス発表後に知らない小学生の女の子たちに「かっこ

良かったです」と声をかけてもらえました。じんわり嬉しく、よ

い思い出になりました。             山形 敦子 

 

 マニラ生活を盆踊りのダンスで締めくくることができて良かっ

たです！あっという間の本番でしたが、花火を見ながらマニラで

の出来事をあれこれ思い出しました。      武井 真由美 
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  フィリピンワコールにとっての盆踊り 

  春日 政喜 

今年も盆踊りの季節がやって来ました。フィリピンワコールに

とっての盆踊りは、年間スケジュールに組み込んでしまうほど熱

望しているイベントです。暑い夏の気配が漂ってくると、どこか

らか「今年の盆踊りはいつ？」という質問が出てきます。そんな

周囲の期待に応えて今年も盆踊りを踊ることになりました。 

長年にわたり盆踊りに参加しており、また、会社への愛が強い

古株のメンバーが多いため、盆踊りの練習は練習と言うより、記

憶の呼び起こし程度です。昼休みにちょっと踊れば、あっという

間に盆踊りダンサーの出来上がりです。 

当日は４時に会社を皆で出発して、４時半には到着。小雨がぱ

らついています。 

まずは、腹ごしらえ！早速屋台に突入です。ばっちり購入して

早速乾杯！まだまだ日も落ちていない時から飲むお酒は格別です

ね。 

そうこうしているうちに第一部の盆踊りがスタート。まだまだ

このときはほろ酔い程度でしたし、メンバー共々楽しみながら踊

れました。暑い中、長時間踊り続けるのは、非常にしんどいです

が、その甲斐あって非常に美味しいお酒が飲めるのはいいことで

す。 

気づくと、ウイスキーが出てきて、酒盛りがスタート。ここか

らが悪夢の始まりでした。 

私はこの３月末に帰任することとなり、最後の盆踊りです。会

社メンバーからの嬉しくもあり、迷惑でもある一気飲み攻撃が始

 Team Wacoal 
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まりました。ふと気づくと泥酔状態に…。もはや盆踊りを踊るこ

とが出来る状態ではなく、ただの千鳥足を披露するのがやっとで

した。昨年の盆踊りが非常に疲れたことを覚えており、事前の打

ち合わせの時に、盆踊り時間の短縮をお願いしたにもかかわらず、

今年の盆踊りは、記憶は途切れ途切れであり、意外と疲れません

でした。後日、メンバーに聞いてみると、なかなかの笑いものの

盆踊りを披露していたとのことであり、いい思い出が出来ました。 

最後はメンバー全員でやり切った感に包まれながら、美しい花

火を鑑賞。マニラで見る最後の花火は今までで一番きれいでした。

私はほぼ記憶はありませんが。 

このような素敵な場を提供してくださった皆様に感謝です。今

後もフィリピンワコールをよろしくお願いいたします。来年もメ

ンバー一同楽しみにしております。 
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盆踊り大会を終えて 

摠谷 美香 

「摠谷さんは盆踊りリーダーだから頑張ってね！」 

「え??はい、分かりました!!」 

入社当日、突如前任から漠然と言い渡された任務をあまり気に

留めることなく、「盆踊り大会ではスタッフと一緒に仲良く楽しく

踊ってね」ということかなぁ、と気軽な気持ちで返事をしました。 

その数日後、代々盆踊りリーダーに引き継がれてきたのであろ

う練習用 DVDを渡されましたが、「へぇ～、案外しっかり準備する

のね」くらいにしか考えておらず、これから始まる任務の重要性

を全く理解していませんでした。 

リーダーを仰せつかってから支店長から結構な頻度で、そして

笑顔で投げかけられる「練習してる？」の声。「も、もちろんです

よ...」と返事をし、一抹の不安を感じつつも、ジャパニーズ魂で

なんとかいけるだろうと自分を説得していました。 

が、盆踊りの日付が近づいてくるにつれて、社内で会う人から

「盆踊りのリーダー、頑張ってね」とか「今年も３曲？何セット

踊るの？」とか、来る日も来る日も社内ではそんな会話が繰り広

げられ、ようやくチーム JAL がこの盆踊り大会に懸ける強い想い

をひしひしと感じ、櫓踊りに並々ならぬプライドを持っているこ

とを知ることになりました。 

盆踊りの日にちが近づくにつれ、高まる焦燥感を１人で悩んで

いたところ、上司から「盆踊りの先生が練習会を開いてくれるけ

ど参加する？」との助け舟があり、半ば被せ気味で「行きます！」

と返事をしました。 

 Team JAL 
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盆踊り大会のちょうど１週間前、日本人学校での練習会に参加

し、先生のご指導のもと、当日披露する３曲の練習を行いました。 

「東京音頭」は愛知出身の私には馴染みがありませんでしたが、

振り付けが分かりやすくスッと入ってきます。よしよし。 

「炭鉱節」は自分の中では盆踊り大会の定番曲。前奏を聞いた

だけで振り付けを思い出し、自然と体が動きます。これは完璧だ。

よしよしよし、いける気がしてきた。 

そして初めましての「河内音頭」。 

「うっ・・」踊りだす先生を見てパニックに陥る私。手と足の

微妙な動きのズレに悪戦苦闘しながらも、絶対マスターしてやる

という謎の闘争心に燃え、粘り強く先生についていきました。 

翌週は市内オフィスと空港オフィスの２箇所でチーム JALの練

習会を開催。いよいよフィリピン人のスタッフに披露するとき！

練習会で撮ったムービーを再生し、いざ皆さんにレッスン...と思

いきや、すでに踊れている...？むしろ掛け声ピッタリでノリノリ

です。空港オフィスでは会議室の中心にあるテーブルをやぐらに

見立て、スタッフが列を作って踊り、まるで即席盆踊り。 

フィリピン人の、踊りをマスターする能力の高さを目前にし、

もしかしたら一番練習をしなければいけないのは私かもしれない

と一抹の不安を抱えながらも安心したのでありました。 

そして盆踊り大会当日。勤務後のスタッフや日本からの出張者

も参加し、JAL勢は 50 人を超えました。 

周りからは「おっ今年も JAL 踊るんだねぇ～！」「毎年 JALは気

合い入ってるもんねぇ～！」というお声を頂き嬉しい反面、相当

なプレッシャーを感じます。 

１回目の櫓踊りでは、所々緊張と恥ずかしさが見受けられ、本

領発揮とは言えないデキ。「どーした、みんな！会議室でのノリノ
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リの踊りはどこにいった??」と思いつつ、２回目の櫓踊りにリベ

ンジを誓い、スタッフへ集合時間を言い伝え、暫しの休憩。 

それにしても、幼い頃に毎年行っていた、日本の盆踊り大会そ

のままだなぁと感慨にふけります。日本全国津々浦々から来られ

た方達が、マニラの地で偶然の巡り合わせで共に盆踊り大会を楽

しんでいる光景に何か運命を感じます。 

そんなことを考えていたら２回目の櫓踊りの時間が迫ってきて

いました。しかし集合場所にスタッフが見当たらない…グランド

を駆け巡り、赤い法被を着たスタッフを見つけ、必死の形相で呼

び戻します。そんな時に限って怖い上司から一言。 

「摠谷さん、２回目はバシッと決めてね！」 

そしてやってきました２回目の櫓踊り、さぁ、リベンジです。

今度はみんな「私に任せて」と言わんばかりの表情。１回目の櫓

踊りとは比べものにならないほど自信に満ち溢れた踊りぶりで、

「東京音頭」も「炭鉱節」も完璧に踊り上げます。難易度の高い

「河内音頭」ではみんなで掛け声を掛け合って、次の振り付けへ

お互いを導きあいます。 

チーム JALの時間が終わり、やり切った表情で櫓を降りていく

スタッフを見ながら、それぞれのスタッフが盆踊り大会を楽しん

でくれている姿に心を打たれました。普段はアップテンポなリズ

ムに合わせて踊っているイメージの強いフィリピンの方たちが、

盆踊り特有のスローなリズムに合わせて、時には隣で踊る日本人

に振り付けを教えてもらいながら踊る姿は、まさにフィリピンと

日本の文化交流を体現しているものだと感じ、毎年このような機

会を頂いていることに心よりの感謝の気持ちで一杯になりました。 

チーム JALらしい踊りを見せられた達成感に包まれ、花火を見

ながら飲んだサンミゲルは最高に美味しかった!! 



 －２５－ 

 

 

 

「元気いっぱい踊りました、Kawaii Dancers 

幹事役 泉川 直仁 

日本人会会員の皆様、こんにちは。 

今回は、恒例マニラ日本人会盆踊り大会におけるダンスチーム

「Kawaii Dancers」の踊りっぷりについて皆様にお伝えします。 

 

このチームは、大使館現地職員の有志ほか、友人の皆さんにも

ご参加いただき結成された若いダンスチームです。 

 

ダンスチーム「Kawaii Dancers」のダンサーたちは、本番に備

え、踊りの DVD 等を参考にしながら練習を始めました。当日は、

器用な手さばきで見事な盆踊りを観衆に見せてくれました。また、

会場ではほかのダンスグループとともに櫓上で踊り、とても満足

そうでした。幹事役の小生からは、若くて麗しいダンサーたちに

対して、来年も盆踊り大会に是非参加してほしいと懇願し、盆踊

り大会は無事終了しました。 

昨年に引き続き盆踊り大会には、石川和秀大使ご夫妻もご参加

され、参加者のすばらしい盆踊りを堪能されていました。 

盆踊り大会にご来場いただいた皆様は、どんな感想を持たれた

でしょうか？ 

我がダンスチーム「Kawaii Dancers」は、来年の盆踊り大会に、

また参加しますので、引き続き応援よろしくお願いします。 

最後に、毎年多くの方々が盆踊り大会準備に携わっておられま

す。その方々のお力添えにより、今回の「第 18 回マニラ日本人会

 Kawaii Dancers 
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盆踊り大会」が無事盛況に終了しましたことをここに報告させて

いただきます。ありがとうございました。 

 

 


