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<今月・来月の例会> tE路フォークダンス協会の会報

①ひよこ (火曜日)初級向き

07/02 ☆   会場 イーグレアリーナA
/09 ☆    時間 12:45 14:45
/16 ☆    会員 300円
/23 ☆      スタッフ 立岩、他
/30 ☆

08/06 ☆  <06月 コール曲>
/13 休み シルンアフチーク
/20 ☆  ティップスォブマイフィンガーズ
/27 ☆  ウナセトセロ

/

07/05 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/12 ☆  時間 9:45-11:45
/19 ☆  会員 300円
/26 ☆  スタッフ 池沢、他
/

08/02 休み <06月 コール曲>
/09 ☆  ドパシ

/16休み Dance W写 GeneratiOn

/23 ☆  わっしょい 二次会
/30 ☆  ヴェスニャンカ

③たまごっち (月 曜日)初級向き

07/01 ☆   会場 イーグレアリーナA
/08 ☆   時間 0945-1145
/15 ☆   会員 300円
/22 休み   スタッフ 藤尾、他
/29 ☆

08/05 休み  <06月 コール曲>
/12 ☆  ハンブルグセクスター

/19 休み ティップスマイフィンガース

/26 ☆  ロンジェヴィティ
/

④ころころ (木曜日)初・中級向き

07/04 ☆
/11 ☆

イーグレアリーナA
09:45-11:45

錫
嘲/18 ☆    会員 300円

/25 ☆     スタッフ 古谷、他
/

08/01 ☆  <o6月 コール曲)

/08 ☆  ベラオリンピア、ザハルゥラ、
/15 休み  アユマベホルハモール
/22 ☆  バシュヴィリム、プルゥサノ
/29 ☆  パィドゥシュキノプロマヒ

⑤どノ

07/02

/09
/16
/23
/30

08//OC

//13

/20
//27

りぐり (火曜日)チェーンダンス

1 休み 会場 イーグレアリーナA
☆  時間 10:00-12:00
休み 会員 300円
☆   スタッフ 上野 他

休み
1休み  <06月 コール曲>
休み パイ ドウシュカ

休み ホロスマケ ドニア

☆

⑥ピーチ (火曜日)カ ップルブジス

07/02 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/09 休み 時間 10ЮO-1200
/16 ☆  会員 300円
/23 休み    スタッフ 浮辺、他
/30 ☆

08/06 ☆  <o6月 コール曲>
/13 休み  ドパシ、フルケンフッペン
/20 ☆  ベーマーヴァルトランドラー
/27 休み  カナファスカアフストペチスカー
/      レッド・リバー・バレー

シバの女王Ｆ
Ｋ

導
子スメ



参加費 :500円
問合せ :竹山

07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 )

07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
参加費:3000円

08月 31日 (土)ジェフォコーナー講習会
会場 :ネ申戸中央体育館
主催 :兵庫県連

09月 1日 (日 )ロシアの踊り講習会
会場 京都市東山いきいき市民活動センター
参加費:3000円 (申 込みなしは4000円 )

講師 :jll上 雄也氏
問合せ :吉田幸三

〇 9月 14～ 15日 (土～日)丁om(アルメニア)講習会
会場 :滋賀県立スポーッ会館
講師:Tom
会費 :16000円 (全パートで)

問合せ :笹倉口Denc
09月 15～ 16日 (日 ～月)サークルQ20周年パーティ

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
09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

09月 22日 (日 )ガディビトン(イスラエル)講習会
会場 :ウ イング京都
問合せ :太場三富貴

09月 29日 (日 )チェーンダンスを踊ろう会
会場 :兵庫県立総合体育館

010月 12～ 14日 (土～月口祝)大阪Yロ キャンプ
会場 :滋賀県マキノ市 みくに館

07月 14日 (日 )ちょこっと踊ろう会 講習 &パーティー
会場 :大阪市立西区民センター
問合せ :ち ょこっと踊ろう会

7月 15日 (月・祝)ヤブロチコお盆パーティー
会場 :大阪市立天王寺区民センター

ビバ  スペイ ン !

情熱の国スペインヘ行つてきました。

飛行時間 13時間05分 時差-7時間

のバルセロナに着 くな り時差ボケ

寝不足で疲れた体に鞭打ち観光ヘ

先ず世界遺産のグエル公園ヘ

日本 と同じ様なお花を植えてある

公園を歩き、モザイク作 りの トカ

ゲのオブジェのある階段で

記念写真 !

次は観光メインの未完の教会サグラダ

ファミリアヘいきました。

完成は50～ 100年後とも言われているとか

気の遠くなる様な話です。

ガウディが設計したミラ邸 0バトリョ邸を車窓から見て

やっとホテルヘチェックイン……

シャワーを浴びるなリベッドにたおれこんでいました。

4日 目の観光はグラナダヘ

最後のイスラム王朝の王宮アルハンブラ宮殿

宮殿は優雅なたたずまいでした。

5日 目はミハスー

地中海に面した白壁の美しい町でした。坂を上がり

ながら、立ち並ぶお土産屋さんを楽しみました。

7日 日はドンキホーテの舞台となったラ。マンチャ

地方へ…・風車を楽しみにしていたのに、壊れたり、

動かなくなっていたりでがつかりしましたが、広大な眺

めにしばし我を忘れて眺めていました。

最後の8日 目の観光はマドリッド

ディズニー映画「白雪姫」の舞台となったお城アルカ

サルヘ…・お姫様はどこで眠つていたのだろうかと

ウロウロ…でも周りが石のお部屋でゆっくり休めたの

かなぁ～と思ったりしながらお城を後にしました。

スペイン料理のパエリアも食し、洞窟フラメンコショー

も楽しみあつという間の9日 間でした。

疲れた !疲れた !とソファーに横になりながら、子

供の頃に読んだ童話に出てくる風景が本当にあるの

ごと一人ニコニコして、来年はどこへ行こうかと思いを

めぐらしています。

問合せッ クヾ
0 11月 16～ 17日 (土～日)マリンカパーティー

会場 :前夜祭は紀伊見荘 17日 は和歌山県立橋本体
会費 :13500円 (全 日程、宿泊口食事など全部込)

011月 23～ 24日 (土～日)大阪Y・ パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館

◎ 11月 28日 (木)アフメット(トルコ)講習会 in

会場 :イーグレひめじ アリーナA
主催 ::姫路フォークダンス協会

011月 30日 (土)甲子園パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
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我が家に燕がやって来た。

若い 「ツバメ」ならぬ本物の燕である。

玄関の幹に巣を掛けようと言 うのだ。

最初は汚れるからと追っ払っていたが、

追われても追われても戻つてくる。

その懸命 さに遂に許 した。

考えてみると人間の勝手で多 くの

生き物や動物たちの暮 らしを

追いつめている

燕も住宅難なのだ。

燕は警戒 しながらも夫婦で立派な

巣を作った。

今では親の運んでくる餌に五羽の子供たちが

口をいっぱいに開きどんどん育っているようだ

今や私は玄関に占居 している燕達が元気よく

巣立ち飛び立つことを願つている

幸い我が宍粟山崎は

山はあくまで青く

見渡す一面緑である
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外国人講師アンケート

氏名ちス 管多  ダンス歴2た
<姫 路に来た外国人講師陣 >
アタナス、トム、テオドール &リア、シュムリク
モシコ、イブ、シルビア&イオニカ、ジョー
アフメット、ベンツィ、ヤニス

1、 誰のどんなところが好き?

①

②

③

2、

①

②

好きな踊りは?奪
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<姫 路に来た外国人講師陣 >
アタナス、トム、テオドール &リア、シュムリク
モシコ、イブ、シルビア&イオニカ、ジョー
アフメット、ベンツィ、ヤニス

1、 誰のどんなところが好き?
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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ソ■Omepage2.nibLcom/himeji‐ fd‐ kyOkai/index.html

E― mail Him● i‐fd‐kyOkaOniftycOm

〒671‐1252 姫路市網干区垣内東町125-3
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.keik∝弧ittrCom

http7■Omepage3.n 、ヽcOm/FURUTANIAndex.htm


