Freedom Not to Dance
踊らない事の自由
”Freedom

to Dance / 踊る事の自由” とは素晴らしい概念

である、昨今、頻繁に使われているようだ。この言葉が示唆する事
は：”自分が何処で踊りたいかを自分自身で決めることができる”
と言うものである。

私の見解では、最近入手した情報によると、日本では別なス
ローガンが日本の状況に適しているものと思われる：

Freedom Not to Dance
踊らない事の自由
数年前、何人かの選手が自分達の権利である、”自分が踊り
たい所で踊る自由”を守り、それを宣言する為に立ち上がることは
とても勇気が必要であった。そして、これ等の選手達の勇気こそが
我々のダンス界を大惨事から救い、我々の最も偉大なイベントの重
要性を世界いに示した。
今や、自分達が踊りたくない所では踊らない」と言う自己権
利を守る為に、これと同じ”勇気”が「選手達に求められいるので
ある。
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自分達の政治的手段や権力を利用して「踊ることの自由」を
妨げようとした同じ人々は今、 同じスローガンを用いて、彼等の
手段や権力を用い、彼等の主催するイベントで選手達に踊るよう強
要して来ている。
”Freedom

to Dance / 踊る事の自由”を救世主の様に思って

いる選手達はこの言葉（フレーズ）を使っている権力が誰で有るか
を見つめ直す事が賢明であろう。 選手達が踊りたくない所で踊るの
を強要するのであれば、全く無意味である。
私にとって、”Freedom to Dance / 踊る事の自由”とは選手
が自分で踊るか踊らないかを自分自身で決める権利を守るも為のも
のである。間違いなく、”上”からの主要な圧力から解放されたも
のである。
参加禁止規制を課せて”他の所”で踊ろうとする事を妨げた
同じ人々が、今、同じ手段を持ちいて、いや、更にこの美しいスロ
ーガン（Freedom to Dance / 踊る事の自由）を悪用して、今度は
自分達の利益の為に選手達に踊る事を強要しているのは見るに堪え
ない事である。 この事実はスローガン（Freedom to Dance / 踊る
事の自由）を汚す一つの悪用例である。
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Freedom Not to Dance
Freedom to dance is a wonderful concept, very often used nowadays.
It implies that you can make your own decisions to dance where you want to
dance. In my view, confirmed by recent information, another slogan applies to
the Japanese situation: Freedom NOT to dance.
It needed courage from couples some years ago to stand up for their rights and
claim the freedom to dance where they wanted. And the courage of these
couples saved our danceworld from disaster, emphasized the importance of
our greatest events.
It needs the same courage now from couples to stand up for their rights NOT to
dance where they do not want to dance.
The same people that used their political tools and powers to prevent the
freedom to dance, are now using the same slogan, using their tools and powers
to force people to dance in their events.
For those that see "freedom to dance" as the salvation for competitors it might
be wise to look at the powers using this phrase.
It is of no value if you FORCE couples to dance where they do NOT want to
dance.
For me Freedom to Dance is defending the right of couples to make their own
decisions to dance or not. Certainly free of major pressure from "above".
It hurts to see that the same people that tried to prevent people from "going
elsewhere" by banning, are now, with the same means but in addition
(ab)using this beautiful slogan (Freedom to Dance) are now forcing couples to
dance for them. It is corrupting the slogan and one of the examples of abuse of
the concept.
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