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2013年 6・ 7月 合併 320号

①ひよこ (火曜日)

初心者教室は6月 4日 で修了です
06/04 ☆   会場 イーグレアリーナA
//11 ☆      日寺FH5 13:0卜 15:00
/18 ☆    会員 300円
/25 ☆      スタッフ 古谷、他

/
07/02 ☆  <05月 コール曲>
/09 ☆  アネルスオマリエ、 トウキョウポルカ

/16 ☆  メヌエットヴァルツァ
/23 ☆  ホルスタイナー ドライ トゥア

/30 ☆  フローレン、ティーン

②金曜例会 初級向き

06/07 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/14 ☆  時間 945-1145
/21 ☆  会員 300円
/28 ☆  スタッフ 池沢、他
/

07/05 ☆   <05月 コール曲>
/12 ☆  ヴァルスラシシェ、サリキズ

/19 ☆  タムザラ、フローレン

/26☆  ドミノファイブ

/

③たまごっち (月 曜日)初級向き

06/03 ☆  会場 イーグレアリーナA
/10 ☆   時間 09:45-11:45
/17 休み  会員 300円
/24 ☆    スタッフ 藤尾、他
/

07/01 ☆   <o5月 コール曲>
/08 ☆  ロンジェヴィティ
/15 ☆  グリーンスリーブス

/22 休み
/29 ☆

⑤どんぐり (火曜日)チェーンダンス ⑥ピーチ (火曜日)カ ップルダンス 婿

06/04 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/11 休み 時間 1000-12Ю 0

/18 休み 会員 300円
/25 ☆   スタッフ 上野 他
/

07/02 休み  <05月 コール曲>
/09 ☆  カルシラマスードウベタモミ
/16 休み

/23 ☆
/30休み

06/04 休み 会場 イーグレアリーナA  P
ダl: 套  :口  1∫ :|百L2:00       g
/25 休み    スタッフ 浮辺、他  ∬



らせ

6月 2日 (日 )コロボックルパーティー
会場 ノヽ尾市総合体育館
参加費 500円
問合せ 井田修造

5月 18日 (土 )、 6月 29日 (土 )、 7月 27日 (土 )

8月 10日 (土 )、 9月 21日 (土)フォークダンス勉強会
会場 :神戸市立中央体育館口垂水勤労市民センター
会費 :5回で5000円
主催 :兵庫県連
講師 :兵庫県連検定委員会メンバー
申込み・問合せ :理事長まで

6月 4日 (火 )FD巡回講習会
会場 :西代文化体育館
主催 :兵庫県連

6月 8日 (土 )レク巡回講習会
会場 :尼崎市総合体育館
主催 :兵庫県連

6月 9日 (日 )FD巡回講習会の伝達
会場 :イーグレひめじ
時間:10時から15時まで
参加費 :無料
主催 :姫路フォークダンス協会

6月 8,9日 (土 、日)関西Balkan研合宿
主催 :K∨K
会場 :みくに館 (滋賀県マキノ)

参加費:20500円

6月 15日 (土 )ウクライナロモルダビア講習会
会場 :西代スポーツ館
主催 :兵庫県連
参加費:3500円

7月 21～ 23日 (日 ～火)中部近畿FD講習会
会場 :舞子ビラ
主催 :中部近畿FD連盟
参加費:41000円 (全 日程 )

7月 31日 (水)兵庫県サマー講習会
会場 :明石市産業交流センター
主催 :兵庫県連

9月 15～ 16日 (日 ～月)サークルQ20周年パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
会費:8000円 (全 日程 )

問合せ :平川哲也

9月 21日 (土)ガディビトン(イスラエル)講習会
会場 :大阪市立市民交流センターひがしよどがわ
問合せ :村上猛
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私のゴールデンウィーク

1日 目は、会社のOB会に参加して数十年前に、

波賀町に、嫁いだ後輩宅へ、ワラビ取りに、出かけました。

霧 霧

次の日は、海釣り好きな私達は、岡山マリーナの

ヤマハ展示会へ出かけ同じ趣味の○○さん宅で海釣りに

付いて、話が弾みました。

5月 2日

スルチエに、久しぶりに参加して、ヤニスさんの講習曲の

コールを受けましたが、どれが、どの曲なのか、さつぱり

わからず残念

家族で海釣りに、小豆島と家島へ、鯛と鮨、70om～ 80om

位いかなあ、20匹ほど釣れが、港に帰つて、7匹ほど、リリース

元気良く海へ戻つて行つた、運のいい7匹でした。

そして5月 5日 は、子供の日

1歳 3か月の孫と、イチゴ狩り、私が昨年の夏から秋にかけて

ランナーから、育てた苺の苗50本にみごとに赤く実り、

まんぞくじゃ。

○○ちゃんは、初めての、イチゴに、夢中で、

両手に、収穫。

鳥取ヘドライブ、境港に行き昼食、そして水木 見学。

翌日母の日をかねて、実家へ、96歳の母

私より、しつかりして、元気

まとまりのない目まぐるしい、楽しいゴールデンウイークでした

これからも、笑つて、ごまかして、楽しいダンス

後の一杯のコーヒーで、和みのひと時をすごしている私でした
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理事会からのお知らせ

5月 13日 (月 )に理事会が行われました。その結果のお知 らせです。

理事の任期は 2年間で、今年度は変更はなくそのまま継続 します。
1, 2012年 度の会計報告・活動報告は原案通 り可決

2013年 度の予算・活動予定は原案通 り可決

○交通費の実費を支給 します。各種会議・イーグレの会場予約時など

例 :イ ーグレの会場予約時にこれまでの日当と交通費実費を支給 します。

但 しその日に例会から交通費をもらっている人には交通費はない (2重には払わない)

○例会のコール担当者に外部の講習会の参カロ費を助成 します。 (要事前申請 して許可をもらう)

2,平成 25年度の例会・行事

①各例会 (変更分のみ )

例会名 責任者 会計 コー フー その他

6 金曜 池澤 掛谷 池澤、本種、宮地 橋本

②各行事 (6月 以降のみ)

No 行事名 月 日 担当例会 責任者 会計 備考

伝達講習会 6月 9日 (日 ) 理事長 理事長 FD巡回曲の伝達

スポーツ祭・行進 10月 14日 (祝 ) たまごっち 藤尾 行進参加のみ、踊りなし

スポーツ祭・FD 10月 22日 (火 ) 理事長 理事長 フオークダンス

アフメット講習会 11月 28日 (木 ) しろころ 古 谷 外国人講習会その2

クリスマスパーティ 12月 9日 (月 ) 池澤 池澤 FDパーティー

ジョー講習会 1月 終わりころ ひよこ 立岩 外国人講習会その3

3,平成 25年度の初心者教室は金曜日に行います。

責任者 :池沢 スタッフ:上野・藤尾 0本種 会計 :橋本

平成 25年 4月 4日 (金)か ら6月 6日 (金)の午前中、全 10回

4、 50周年を超えたので、将来の姫路フォークダンス協会のため、改革を実施していきます。
09月 より例会参加費を自由化します。

これまでは例会参カロ毎に300円でしたが、金額 0徴収方法を例会の事情に合わせて変更可
としました。

したがつてこの 9月 より変わる例会があるかもしれません。 (その場合、事前に例会責任者か
ら説明があります。)

○後継者・スタッフの育成に努める。

講習会参カロ者への助成金の強化

○交通費の実費を支給します。

○経費規定を改定しました。
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作成・発行 姫路フォークダンス協会

姫路フォークダンス協会公式ホームページアドレスなど

http:〃hOmepage2.ni∃嘔COm/himeii‐ fd‐kyokai/index.html

E― mail Himeji‐ fd‐kyokaenifty.com

T671‐ 1252 カFF路市網 平 区垣 内東 町 195-3

金曜例会

ダ、夕月 |ミ ヨールさネた山 の回九 。
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理事長   古谷  勉  TEL&FAX   079-272‐ 5230

副理事長 古阪 智子 TEL&FAX 079‐ 273‐ 0515

会報「ぶ―ふ―う―」の定期購読などについて

年間購読 ¥2000 郵送代含む  (1部¥100)
問合せ 古谷景子 E‐mail furutani.ke■o@niftycom
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