
「合併症になら連」は、糖尿病の方やそのご家族・友人・医療関係者などが、

阿波踊りを通じて交流を深め、お互いに助け合い、学びあって、健康な日々を

過ごすための会です。毎年、夏の徳島で楽しく踊り、出会いを楽しみ、心身と

もにリフレッシュしましょう。

会長から

第 9 回大会報告

参加された方々の声

ご支援いただいた皆様

第 9 回大会の 1 日

会と会則



今年は例年にない猛暑が続く中、第 9回糖尿病で『合併症になら連』阿波踊りの会

が阿波踊りの初日 8月 12 日（木）に開催されました。今年も各地から 55名と多くの

方が参加され、その内約半分の 27名の方が初めてという状況でした。

台風の余波や猛暑といったお天気のこと、お盆帰省の交通渋滞、そして初めての方

が多い等当初はいろいろ心配しておりましたが、何とか事故もなく無事終えられまし

たことを感謝したいと思います。

私は、前日の 11 日に徳島に入り、故姓億政明様の墓前に阿波写楽連長左東様、副

連長小川様にお供して『今年も踊りに来ました。見守ってください』とご挨拶をさせ

ていただきました。

当日は心配していたこともなく全員が揃っての交流会後、阿波写楽連の模範踊りの観賞そして左東連長を始

め久しぶりにお見えになった富川様のご指導の下、踊りの基本と練習を重ね、夕方大観衆が見守る市役所前演

舞場に繰り出し、緊張感と汗を一杯かいて踊りぬきました。その後街角踊りの一環としてアミコ市民広場で踊

り８時頃ホテルに戻り懇親会、賑やかに参加者同士の交流が図られました。席上、左東連長から初めての方が

多かった割には手も足も揃っていて大変お上手でしたとの講評をいただきました。

翌日の徳島新聞にも大きく掲載されておりましたが、こうして長く活動を続けることの難しさはありますが

一方でその大切さを痛感しました。このような企画を通じ益々この輪が広がり、糖尿病は勿論その合併症の恐

ろしさの啓発の一助になればと願っているところです。今後ともご支援、ご指導の程よろしくお願い申し上げ

ます。

今回の開催にあたり多くのご支援、ご協力を賜りました関係各位の皆様に心より厚くお礼を申し上げます。

誠にありがとうございました。

来年は８月 14 日（日）、第 10 回の区切りの会です。又、暑い徳島でお会いしましょう。

管理栄養士 健康運動指導士

（埼玉県 上尾市）
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西村 登喜子会長

交 流 会 風 景 情報コーナー

出番を待っている 市役所前演舞場



第 9 回“糖尿病で合併症になら連”と一緒に踊って

第 9 回糖尿病で『合併症になら連』阿波踊りの会が 8 月 12 日の徳島市の阿波踊

りの初日に開催されました。前日に台風が接近し天候も心配されましたが影響も

なく、また今年は記録的な猛暑の中での開催でした。

全員の踊りに対する情熱と熱気で暑さも感じなく楽しく踊りが出来て、無事に

皆様のご協力により盛大に開催できた事を感謝申し上げます。

今年は、西村会長より初参加の方が多いと聞いていましたがレッスンの時にも

全然分からないくらいリズム感もよくマスターされておりました。昨年よりも人

数も増え列に並んで踊りをしていただきましたが、綺麗に全体の“輪”が出来ていました。全員で“踊

る阿呆”になって、本場の阿波踊りを楽しんでいただいたと思います。県外から来られて阿波踊りを覚

えていただいき地元に荷物にならないお土産として阿波踊りを持ち帰っていただいた事と思います。こ

の阿波踊りは、足腰を使い動くので最近徳島では健康法の 1 つとして阿波踊りがあります。

来年の阿波踊りまで、少しでも練習をしながら体力、健康づくりをしていただき第 10 回の合併症にな

ら連に参加していただきたいと思います。

又、来年徳島でお待ちしています。ありがとうございました。 （左東久史）

１１年目 ９回目の「糖尿病で合併症になら連」

記録的な暑さの中、今年も徳島は盛り上がりました。

途中２年の中断をはさんで、今年の「糖尿病で合併症になら連」は、９回目を盛

大に終えました。そうなると来年は 10 回目、先ず 10 年は続けないとね、といっ

て始めた会がその 10 年を迎えることになります。10 回目をどのように盛り上げる

か今から楽しみですし、みんなで一緒に祝いたいと思います。

10 周年といえば、西村会長も一緒に立ち上げた「国際糖尿病支援基金」も来年

は 10 年目です。インドの 1 型糖尿病患者を支援する里親も 16 人となり増え続け

ていますし、また途上国の糖尿病患者を支援するオーストラリアの団体「インス

リン・ファ・ライフ」との協力事業も 10年になります。

糖尿病患者の国際交流を進める「エンジョイツアークラブ」の活動は 15年となり、これまで多くの国

を訪問し、患者さんや医療スタッフとの交流を重ねてきました。

それぞれの節目を迎えるこれらの活動や「糖尿病で合併症になら連」のこれまでの活動記録は、インタ

－ネットの「糖尿病ネットワーク」の中で公開されていますので是非一度ご確認ください。この、「糖尿

病ネットワーク」も来年は 15 年となります。

今年は、参加者も早々に定員枠に達し、途中で募集を締め切ることになりました。来年は、さらに多

くの方の参加が見込まれます。今年お会いした方と一年後再会する。そんな楽しみを期待し、来年はお

早めにお申込み下さい。

最後に、開催にあたりご指導・ご協力いただきました「阿波写楽連」の皆様をはじめ、ご協力いただ

きました企業の皆様、また関係者の皆様ありがとうございました。

来年もまたよろしくお願いいたします。

（事務局 三角健二）。

左東久史連長

（徳島市）

三角健二 事務局長

（東京都）
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3 回 目 の阿 波 踊 りに参 加 できて

連日驚異的な暑さが続く中、12 日の台風の影響で熱中症の心配もせず、無事踊

りきることができました。踊りの指導を受け始めると、徐々に思い出し始めまし

たが、「はい 笑顔で踊りましょう！」といわれ、頭の隅にはその言葉が入って

いても、実際踊り始めると手足がバラバラ。今回は、もうちょっと上手に踊りた

いと欲が出てきてたんですがね。

街角のあちらこちらで聞くお囃子よりも、阿波写楽連は素晴らしいと痛感。又、

宴の終わりに阿波写楽連と全員で踊ったのが、一番嬉しく盛り上がりました。小

さい子供さん達も有難う。

汗まみれなった貸衣装を返却に行くと、西村さんがお一人で大奮闘。翌朝、新

谷さんに聞くと数人がお手伝いされたとか。凄い友情に感激、感謝です。有難うございました。

（小幡 知子）

今年で 9 回目

今年で第 9 回！ 初回より参加させていただき、色々な思い出が走馬灯のよ

うに思い出されます。初めて踊りのステップを習った時には、手と足がバラバ

ラで、いくら踊っても合わず、頭の中でパニックになった事が 1 番の思い出で

す。でも、今ではなんとか音に合わす事が出来るようになり形を整えるまでに

なりました。

糖尿病の患者さんの運動療法として取り入れるために始まったはずが、私の

ほうが夢中になりここまできました。でも自分達が楽しく体全体を動かすこと

が、いかに良いかを体験でき、より患者さんに勧めやすくなったと思います。

来年は第 10 回という節目です。今までの総仕上げという気持ちでがんばりた

いと思っています。後になりましたが、スタッフの皆様の努力のおかげで、

今日まで参加できたことを感謝いたします。（新谷 佳子）
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小幡 知子

（大阪府 高槻市）

新谷 佳子

管理栄養士

（兵庫県 篠山市）



阿波踊りに初めて参加して

昨年初めて参加した妹から、阿波踊りの魅力と、素人の私で

も参加できる事を聞いて大変喜びました。このような体験は誰

にでもできる事ではないと、友達に随分自慢して参りました。

何の知識も縁のない私が地元で活躍されている方々と、同じ舞

台で踊れる満足感を味わいました。本当に感激しました。たっ

た半日の間で、着物の着付け踊りの練習とあっという間に連の

皆様と行列の中で踊っていたのです。（本当はもっと練習すべき

だったのでしょうか） 会長の西村様には大変お世話になり感

謝の気持ちで一杯です。本当に有難うございました。そして、

阿波写楽連の皆様の熱い踊りとご指導はとても楽しかったです。このような貴重な体験が出来たことを

これからの生き方に少しでも役立てるように頑張っていきたいです。 (辻岡 淳子)

夏の最大イベント“阿波踊り”に参加して

今年で 3 回目、また娘と一緒に阿波踊りに参加することができた事、そし

て地元“阿波写楽連”の方々や“合併症になら連”の皆様に一年ぶりにお会

いできて大変嬉しく思います。

当日はお天気も心配されましたが、台風一過で青空が広がり、市内は 35 度

を越える猛暑日となりました。連の衣裳を身にまとい、太鼓と笛の音が鳴り

響く中、市役所前演舞場で踊り始めると、踊り手と観客が 1 つになり興奮は

頂点に。額や背中から流れ落ちる汗も心地よく感じてくるから不思議です。

最後になりましたが、年々参加者が増える喜びと反面、裏方でその大変な準

備や手配等動いてくださった地元の方や関係者の方々に深く感謝いたします。

そして、日頃より公私にわたり大変お世話になっております西村ご夫妻に、この場をお借りしてお礼申

し上げます。この阿波踊りが、鳴門の渦潮のように全国に広がっていくといいですね。又来年も楽しみ

にしています。 （本郷 民子）

再びの阿波踊り

愛媛県松山市についたのは阿波踊り前日の午前中だった。松山城から市内を一望後

道後温泉に入湯、「坂の上の雲」関連施設をゆっくり巡り、夕食を終えたのは松山祭

りが始まる時刻を少し過ぎた頃。その足でサンバ踊りのパレードを道路脇で腰を据え

て最後まで楽しんだ。去ってゆく各連を見ながら、明日は本番の踊りを見せる側であ

ることが頭から離れず、見る側にとって、心地よい踊りとは何かを考えながら見てい

たように思える。阿波踊りに参加するまで四国に足を踏み入れたことが無かったので、

この機会に近隣の観光地を訪れ、旅の楽しみを加えるようにしている。昨年は高松に

前泊し、栗林公園等市内を巡り、また徳島では眉山の阿波踊り会館で有名連の踊りを

見学、練習にも参加した。本番の阿波踊りは昨年の経験もあり、最初から緊張感とはほど遠い状態だっ

た。ポイントを押さえた指導のお陰で市役所前演舞場の本番でも、縦横の列や間隔も守ることが出来た。

観客には笑顔を振り向け、自分では昨年より格段に上達したように思った。第 2 会場でも拍子抜けする

ほど短く感じ、そのせいか達成感がやや少なく昨年とは様変わりとなった。翌日は、仲間 3 人で早朝か

ら眉山までのランニング登山。30 分程度の短時間であったがたっぷりの汗。鳴門の渦潮見学も果たし、

充実した 3 日間を過ごせました。次の機会は高知を巡った上で皆さんと再会できればと思い描いていま

す。会長さんご夫妻、スタッフの皆さん、合併症になら連の皆さん有難うございました。（上田 幸男）
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辻岡淳子ファミリー

（大阪府 藤井寺市）

本郷 みなみ 民子

健康運動指導士

（埼玉県 上尾市）

上田 幸男

（埼玉県 桶川市）



一度は踊ってみたかった阿波踊り

「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らなソンソン・・」誰でも知っている

節、私もこの節に合わせて踊ってみたいと以前から思っていました。人と人の

出会いは私にとっての財産。西村会長様、本郷民子様には本当に感謝しており

ます。今回体験して阿波踊りは、年齢・性別を問わず容易に誰でも踊れるもの。

踊りの単純さと速度の急速なことさらにそれを踊ることによって、すべてを忘

れて無我の境地へ（阿呆）になれる。私向きの盆踊りでした。本当に楽しかっ

たです。また単純だからこそ難しいのだとも思いました。個々が持つ体格や個

性、癖がそのまま踊りに露出する。自分にしかできない踊りを作るといった妙

味もあると思いました。二日酔いで翌朝は、眉山へ。次回の眉山トレイルは、

かんぽの宿でお風呂に入って下山と決めました。

徳島阿波踊りの旅本当に楽しかったです。有難うございました。 （五十嵐 仁一）

第 九 回 阿 波 踊 りの感 想

今年は今までで一番多い人数での活気ある踊りとなりました。私自身

は何度か足が乱れて、50 点の位の踊りとなりました。でも初めての人の

真剣な練習風景を見て、最初の時は私もビデオまで買って家で練習した

なあーと初心に返りました。出番を待っているとき、「徳島市国際交流

会」の外人さんの連と一緒になり、写真を撮ったり、写楽のうちわを交

換をして、「江戸時代の浮世絵師」だと説明すると「オウ・ワンダフル！

ビュティフル！」と喜ばれました。帰ってアルバムを作成して、友達に

見せますと、「来年は 10 回目、絶対参加するわ！」と今から気合が入っ

ています。

来年 8 月 14 日、今度こそ悔いのない踊りで桟敷を見ながら存分に楽しんで踊りたいと思っています。

皆さん来年も頑張りましょうね！ （井上 悦子）

72 歳にして夢叶う

戦後しばらくの間は盆踊りが盛んでした。私も父親に連れられてあちこちに踊りに行きました。京都

にも郷土の踊りがありますが広がりがなく、それに比べて全国版の阿波踊りが羨ましくもあり憧れでも

ありました。チャンチャカチャンチャカと早いリズムの動きなのに何故か上品で、スマートでしかも色

っぽい女踊りは女性から見ても惚れ惚れいたします。男性なら一層のことでしょう。

東京で日本舞踊の師匠をしている義姉に、「脚と手が一緒という動作は難しいものでそう簡単に踊れ

んよ」と言われてました。しかし、阿波写楽連の方の指導が良かったのでしょう。脚の動き（少々から

だの向き）だけを何度も何度も繰り返し練習している間に、何故だか自然に手の動きがつけられました。

ということは脚と手の動きは自然であり、決して難しいものではないと思いました。お世話いただいた

皆様のお陰で楽しく踊れました。

徳島新聞に載った写真を見て気がついたのですが、「我々は両肘が開いているな。来年は肘を

しめよう。そうすれば動きにスマートさがでるのでは」と、我々初参加の 3 人はこんなことを話しなが

ら帰路につきました。（京都府京都市 林 増子）

五十嵐 仁一

（東京都 狛江市）

井上 悦子 井上 延幸

看護師

（兵庫県 神戸市）
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阿波踊りに参加して

何よりも、普段の生活では接点のなかった方々と時間と場を共有し、普段は

聞けない話を聞いたり楽しんだりできたことがとてもよかったです。たくさん

の元気をもらいました。

踊りも、自分が想像していた以上に汗をかき、緊張し、音に合わせて踊るこ

とが難しく、だからこそ終った時の達成感を味わうことができました。よい運

動にもなりました。阿波写楽連の方達の踊りの上手さを改めて実感しました。

また参加させて頂く機会があれば、今度は足袋等の忘れ物をせず、髪を伸ば

して結んで網笠が落ちないように準備を整え、よりリラックスして臨みたいと

思います。どうもありがとうございました。（木内 紀子）

糖尿病で「合併症になら連」阿波踊り大会に参加して

去年に引き続き二度目の参加です。地元の踊り手の方からレクチャーを受け

て練習をして、街へ繰り出します。にわか仕立てなので思うように手足が上が

らない状態ですが、とにかく楽しい。おこがましくも市役所前の演舞場で躍ら

せていただき、街中のビルの屋上で再度踊り、終ってからホテルに到着して宴

会が始まります。この宴会では、徳島の産物、珍しいものなどがたくさんでま

す。余興や特技の披露などでお酒も入り盛り上がりました。

次の日の昼食は「ぶっかけうどん」をいただきました。具が天婦羅のものを

選びました。注文を受けてから揚げたのであろう熱々の天婦羅（なす、かぼち

ゃ、しし唐など）が冷たいぶっかけうどんに載っています。揚げ油がサラッと

していて、ここのはお勧めです。おいしい！安価！ヘルシー！ 場所は四国電力のビルの裏手です。ぜ

ひ一度お出掛けになってはいかがでしょうか。（菊田 晴代）

初 め て の 参 加

初参加でしたが阿波写楽連の方々が着付けや踊りの指導を丁寧にしてくだ

さり、不安なく踊ることができました。面白く、楽しい経験でした。

印象的だったのは西村様を始めとするスタッフの方々の行き届いたご配慮

と、美味しいお食事。阿波写楽連の方々の献身的な協力ぶり。1 万 5 千円の参

加費（日帰りコース）でどうやってこれ程のことができるのか不思議です。

踊りに参加したので、他の連の踊りを見ることができなかったのが残念で

したが、主人と娘と孫は桟敷席で初めての阿波踊りを楽しんだ様子で、いろ

いろな連の面白さを語ってくれました。孫娘は踊りの真似ををして跳ねてい

ます。（森田 百合子）

木内 紀子

（東京都 千代田区）

菊田 晴代

管理栄養士

（神奈川県 横浜市）

森田 百合子

（東京都 八王子市）
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「合併症になら連」の阿波踊りに参加して

新幹線が前日からの台風による雨の影響で遅れており気をもんだが、予定より 30 分遅れで徳島に入る

ことができた。市内に入った途端、阿波踊り一色の雰囲気が、ウエルカムと言っているようだった。着

付けをしてもらうと、私のテンションは徐々に上がっていった。そして練習。初心者の私達に丁寧に指

導していただき、にわか徳島人になった気がした。いざ出発！ 市役所前演舞場で出番を待つ間に、他

の連の人達を見て興奮と嬉しさでワクワクした。我々の出番になりスポットライトを浴びながら観衆の

前で踊り始めた。連が前に進むにつれ、最初の緊張が余裕に変わり周りを見ながら踊っていた。やはり、

「見る阿呆」より「踊る阿呆」の方がず～と楽しいことを実感した。

今まではＴＶを見て“いつか行きたいな”と思っていたのが、来年からは“楽しかったなあ”と言える

自分がうれしいです。 （愛知県春日井市 村中 哲江）

「合併症になら連」の阿波踊りに参加して

8 月 12 日は待ちに待った阿波踊りに参加する日です。私の想定外だった台風の進路を気にしながら中

部空港へと急ぎました。幸いな事に時間の経過と共に天候も回復の兆しを見せて予定通り徳島空港に到

着をしました。ロビーでは威勢の良い阿波踊りの出迎えに感動しきりです。早速指定の練習会場へと急

ぎました。すぐさま衣裳をつけ身支度を整えると“馬子にも衣装”とやら見た目は 1 人前の踊り手です。

練習が始まりましたがなかなかリズムに乗って踊ることができません。何度も繰り返すうちにだんだん

と楽しくなってくるのが解りました。そうだ！折角のこの機会を楽しもう「踊る阿呆に見る阿呆！同じ

阿呆なら踊らなソンソン」と自分なりの解釈で精一杯楽しむことができました。暖かく迎え入れてくだ

さった、大会の方々またお世話してくださいました皆々様どうも有難うございました。感謝感謝の気持

ちで一杯でございます。（黒川 節）

「合併症になら連」阿波踊りに参加して

友人の紹介のその又紹介と言うことで結果的には、糖尿病や合併症になんのゆかりもないひとりの老

人。ただ、ただ本場徳島の阿波踊りなるものを一度で良いから観てみたい。一度でも良いから踊ってみ

たいという情熱のある人ならともかく、日頃から近所の盆踊りの輪に参加した事は一度もなく、体全体

が音痴の固まりの私。それでも、丸１日、分け隔てなく、違和感なく楽しませてもらいました。

初めて教えていただいた阿波踊り、特に男踊りは膝を曲げ、腰を屈め、常に重心を低く取りその構え

は、柔道の自然体あるいはゴルフのアドレスに似て、手を頭の上に維持するは空手をはじめ、すべての

運動に共通する素晴らしいスポーツであると感じました。

西村会長はじめ、事務局の方々、そして親切丁寧に教え、面倒を見ていただいた阿波写楽連の皆様、

本当に有難うございました。（東京都西東京市 中原 陽一）
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６０代 最 後 の思 い出 ありがとう！

最初に“合併症になら連”のスタッフの皆々様に感謝申し上げます。今まで地域の盆踊りにさえ参加

していない私達に、阿波踊りの指導をされることは、並大抵の苦労ではなかったかと思います。思いや

り深い懇切丁寧な指導には感謝と共に感激さえ覚えました。

私が阿波踊りに参加（観る事）したいと思ったきっかけは数年前、国際線の機中で映画「眉山」を見

たことです。映画のクライマックスシーンでの阿波踊りの美しいこと、躍動感はストリーと共に今も鮮

明に記憶に残っています。何時かこの素晴しいシーンを実際に体験してみたいと想い数年前からありま

した。私は現在 69歳、60 代の最後の夏に観るだけでなく、踊りにも参加できたことは、私の人生の記念

すべき思い出となりました。

最後に、翌日四宮教授ご夫妻に、松山城の大天守閣で偶然お会いいたしました。元気さにはびっくり！

（神奈川県横浜市 小山 守）

阿 波 踊 りの 良 さ

筋は本来“さぼる”性質がある。運動しないと血糖値は下がら

ない。従って必要である。

年をとると、頭がぼける、之を防ぐ方法として“音楽療法”がある。

茶道の千宗室の奥様は、日本人とフランス人との差としてフランス人

は一緒に食事をする。日本人はバラバラでする。以上の良さを揃えて

いるのがこの阿波踊りである。懇親会の料理も旨い。来年も此処に来

て踊りたい。今日来ている方々も、家に帰っても、家庭で阿波踊りを

踊ってください（四宮 孝昭）

今 年 も参 加 して

近藤さんのお誘いを受けて、今回も 2 つ返事で参加させていただ

きました。当日は交通渋滞を予測し朝の 4 時起床です。会場では着

付けをして頂いてそれなりの踊り手に変身し身の引き締まる想いで、

阿波写楽連の方々の熱心なご指導で時間と共にリズムに乗りちょっ

ぴり気持ちにゆとりがー。本番の市役所前演舞場では流石に緊張し、

精一杯の踊りとなりました。汗を流しての阿波踊りはすっかり病み

つきとなり、たくさんの方々との出会いがありました。

翌日はぐるぐる観光バスで市内観光を楽しみ、特産店で見つけた、「川田まんじゅう」を手に、川田

出身の亡き姑に想いを馳せて帰阪しました。徳島の方々の温かいお持て成しを胸に、会長様、副会長様、

阿波写楽連の皆様はじめスタッフの皆々様に深く感謝いたします。

健康が許せば来年も参加させていただきたく思っております。（吉田 宣子）
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四宮 孝昭

（愛媛県 東温市）

吉田 宣子

（大阪府 大阪市）



二 度 目 の阿 波 踊 り

昨年「合併症になら連」で初めて阿波踊りを体験させていただき、その素晴

らしさに感動しました。そして気がつけば今年も徳島にいる私でした。

踊りの楽しさもさることながら、昨今の社会では忘れがちな大切な魂を毎年

思い出させていただいています。昨年は「連」を基盤に大人から子供への文化

の伝承が確実に行われ、その魂を迷うことなく引き継ぐ子供達を見て、都会で

は失われた地域における教育の在りかたを思いました。

今年は練習で足の運び方について「阿波写楽連」からワンヒントアドバイス

をいただき、自分ではちょっと開眼した思いです。手はまだまだですが、その

方は結構ご年配で、昔はやんちゃで豪快に踊ってはったんやろなって感じたの

です。お名前わからなくてすみません。その方の踊りは一度も拝見することはありませんでした。たぶ

ん、踊りたくて踊りたくてしようがないとおもうのですが、なんで踊りはらへんねんやろう？ 多分、

若い者にまかせた以上、でしゃばらないのが当たり前なんでしょうね。こんなこと疑問に思うことがお

かしいのかもわかりません。これも都会では失われるんじゃないかと思います。すごく「男」を感じま

した。

私は今年 50 歳になりましたので、空気の読めないおっさんにならないよう、今から気をつけたいと思

います。いつか家族を連れて阿波踊りを体験させたいと思います。

ありがとうございました。（長澤 良行）

初めて参加して思ったこと

12 日は皆様に大変お世話になりました。私は、地元四国にいながら阿

波踊りは初めて観て、参加しました。とにかく熱気がすごいし、迫力満

点で緊張しました。また、来年も参加したいです。

私は 2 型糖尿病歴が長くて、1 年前からインスリン治療をしています。

踊るとき、少し空腹になって心の中で「大丈夫かな？」とおもったので

すが、周りの方々が飴をくださったので無事踊り終えることができまし

た。本当に色々な方にお世話になりました。名前は覚えているのですが、

連絡先を聞けなかった人が何人もいました。次に会えるのを楽しみにし

ています。本当に有難うございました。（安倍 久美子）
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長澤 良行

（大阪府 堺市）

安倍 久美子

（愛媛県 西条市）



阿 波 おどりに参 加 して

あわおどりは楽しかったです。おどりの練習も楽しかったです。男お

どりだったけど、友達もできてうれしかったです。そして、ごはんもお

いしかったです。

夏休みの旅行として、あわおどりに来たのに、有さんそ運動になって

いました。そして、2 日目に、なるとのうずしおをみて、フワッてなりま

した。とてもたのしかったです。そしてうずを見て大きいのもあったの

で、とても見ていておーってなりました。

お土産もとってもあってよかったです。

またいきたいです。（奥村 歩之圭 10 歳）

第９回糖尿病で「合併症になら連」阿波踊り大会を終えて

新生『合併症になら連』2 年目の今年、これまでで最高の 55 人の参加者を集め

て盛大に阿波踊りの会を行うことが出来、心から喜んでおります。

糖尿病死亡率全国第 1 位を誇る？徳島県は数年前より阿波踊り体操や阿波健

康レシピなどを開発、今年から新たに、糖尿病の健診と観光を組み合わせた『糖

尿病治療観光ツアー』や糖尿病患者を対象とした歩き遍路『ヘルス・グリーン・

ツーリズム in 徳島』を始めました。しかし、わが『合併症になら連』は、10

年以上も前から、糖尿病と阿波踊りを組み合わせた画期的活動を行ってきてい

ます。西村様はじめ、皆様の先見の明に改めて敬服いたしております。

今年は、私の尊敬する友人近清さんとその仲間も加わってくださり、本当に

にぎやかな会になりました。

早いもので、来年は、糖尿病で『合併症になら連』阿波踊りの会も第 10 回を

迎えます。この会が益々盛んになり、多くの方が糖尿病と阿波踊りに関心を持っていただけることを願

っています。

来年また徳島でお会いしましょう。皆様のお越しをお待ちいたしております。（山田 多佳子）

ご支 援 いただいた皆 様

第９回糖尿病で「合併症になら連」阿波踊り大会にご賛同・ご協賛いただきました

企業・団体様に心より感謝いたします。ありがとうございました。

城南公園内科（徳島市） 山田眼科醫院（徳島市）

キッセイ薬品工業株式会社 糖尿病ネットワーク

医療法人財団清良会書写病院（姫路市） エンジョイツァークラブ

株式会社三和化学研究所 野澤産業株式会社

ＮＰＯシニア会 サラヤ株式会社

サラヤ健康家族 kenkoukazoku.net

山田多佳子（副会長）

地元医療機関

（徳島市）

奥村 歩之圭

（大阪府 大阪市）
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8 月 12 日（木）

12：30 受付開始「ホテルサンシャイン徳島アネックス」

新館 3 階ホール

受付後、阿波踊りの衣裳に着替える（専門家

による着付け）

13：30 新館 7 階ホールに集合

交流会

「阿波写楽連」連長 ご挨拶

「阿波写楽連」の模範踊りを見物

「阿波写楽連」のご指導で阿波踊りの練習

軽食をいただく

全員で記念撮影

17：00 出陣式

17：40 市役所前演舞場へホテルのバスで移動

18：00 市役所前演舞場で待機（他の連と交流）

18：40 有名連パレードのあと、「合併症になら連」

の踊りスタート

アミコ市民広場で 2 回目の踊りを披露

踊り終えたのち、ホテルに徒歩で戻る

20：10 ホテルに到着次第、3階宴会場で懇親会開始

「阿波写楽連」左東連長の講評・ご挨拶

参加者同士の交流

22：00 解散 お疲れ様でした

8 月 13 日（金）

7：00 順次、朝食を済ませる

9：00 希望者のみホテルのバスでＪＲ徳島駅まで

お送りします

10：00 チェックアウト 近くに阿波踊り会館・眉山など

見所一杯

－１１－

交流会 山田眼科医のお話

交 流 会

子供の男踊り練習

女性の基本踊り練習

男性の基本踊りの練習

本番に向けての練習



阿 波 写 楽 連 の皆 様

市 役 所 前 演 舞 場 での踊 り披 露

踊 り 終 え て アミコ市民広場で2回目の踊り

鷲の門から会場へ 市役所前演舞場出 番 までの休 憩
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糖尿病で「合併症になら連」阿波踊りの会事務局

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-11 第 7 東洋海事ビル 8階

TEL 03‐5521‐0890 FAX 03‐5521-2883

担当 ： 吉田ゆかり 草野佳壽子

阿波写楽連と合併症になら連合同の阿波踊り

左東連長の講評（手足が揃ってよかった） 阿 波 写 楽 連 の登 場

余 興 の皿 回 し井 上 延 幸 さんの乾 杯 挨 拶（9 回参加）

懇 親 会 風 景 懇 親 会 風 景



糖尿病で「合併症になら連」阿波踊りの会 会則

糖尿病で「合併症になら連」阿波踊りの会は、２０００年８月に第１回の阿波踊り大会を実行して以来、このイベ

ントを継続して行っています。参加を希望する人の交流の場とするため、２００１年１月１日より会員組織をスタ

ートさせ、現在に至っています。誰でも自由に入会できます。会則をご覧になって、ぜひご参加いただきますよう

お願い申し上げます。また、毎年行われる阿波踊りは、会員でなくても参加いただけます。

役員 第六条（事務局）
会 長 西村登喜子（埼玉県 上尾市）

副会長 山田多佳子（徳島市 地元代表） 「合併症になら連」の事務局は株式会社創新社内

副会長 依藤津世子（神戸市 医療スタッフ代表） におき、株式会社創新社は会の運営に必要な事務

顧 問 左東 久史（徳島市 阿波写楽連連長） 処理を代行する。

会則 第七条（会費・会計年度）

第一条（目的） １.会員は「合併症になら連」に会費を支払う

２.本会の年会費は次のとおりとする。

糖尿病で「合併症になら連」阿波踊りの会は、 正会員 3000 円、家族会員 5000 円／２人

阿波踊りを通じて親睦・交流を深めることに 賛助会員 10000 円／1 口

より、糖尿病がある日常生活を楽しみ、豊か ３.会費は連絡・通信費など「合併症になら連」

な人生を送るための会とする。 の運営上必要な経費に充当する。

４.会計年度は、1 月 1 日から 12 月 31 日とし、

第二条（会員） 年度毎の会費の使途についての会計報告を会

報にて行う。

正会員：糖尿病に関わりのある患者・家族・

医療スタッフ及び「合併症になら連」の趣旨 第八条（「合併症になら連」の活動内容）
に賛同し、規定の会費をおさめた人。

１.阿波踊りへの参加（８月）

賛助会員：「合併症になら連」の趣旨に賛同 2.交流パーティ（８月）

する団体・企業で賛助会費をおさめた人。 3.会報の発行

4.その他 会の目的に沿った活動

第三条（運営）

第九条（会員の特典）

「合併症になら連」は、選出された役員が中 ・会報の受け取り（年２回）

心になって企画し、構成会員が積極的に参加 ・インターネットによる情報発信

することにより運営する。 ・会員は「合併症になら連」が企画する各行事

に参加できる

第四条（役員）

第十条（会則の改定）

「合併症になら連」には、次の役員を定め、

任期を一年とし再任を妨げない。 当会則は、役員会あるいは事務局が必要と認め

会長１名、副会長２名、会計監査１名、プロ られた時、随時改定することができる。

ジェクトスタッフ若干名。 改定された会則は速やかに会員に周知すること

上記役員は、会員の中から選出する。 とする。

第五条（顧問） 附則

「合併症になら連」の活動の趣旨に賛同し、 当会則は 2001 年 1 月 1 日に制定され、当日より

助言・ご協力をいただく顧問を定める。 施行する。

糖尿病で「合併症になら連」阿波踊りの会事務局

（株）創新社

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-11 第 7 東洋海事ビル８階

TEL 03-5521-2881 FAX 03-5521-2883

E-mail:y-yoshida@abox3.so-net.ne.jp
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