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<今月・来月の例会> IE路フォークダンス協会の会報

2013年 9月 322号
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09/03 ☆   会場 イーグレアリーナA
/10 ☆    時間 12:45 14:45
/17 ☆    会員 300円
/24 ☆      スタッフ 立岩、他
/     <7,8月 コール曲>

10/01 ☆  イェニツァロス、レッドリバーバレー

/08 ☆  ドスタリチノストイネ、パルタロ

/15 ☆  ネダグリブネ、ビンゴワルツ

/22 ☆  メグダンスコホロ、カラグーナ
/29 ☆  パインウッズツーステップ

ランカシアリール

②金曜例会 初級向き   ~
09/06 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/13 ☆  時間 9:45-11:45
/20 ☆  会員 300円
/27 ☆  スタッフ 池沢、他
/    <7,8月 コール曲>

10/04 ☆ レッドリバーバレー、モリシェ

/11 ☆  5分 5秒の二人、カラウズム

/18 ☆  アンドゥリチカ、リンボーロック
/25 ☆  スイートスマイルランニング
/     テキーラ、ザビッグセット

ベーマーヴァルトランドラー

③たまごっち (月 曜日)初級向き

09/02 ☆   会場 イーグレアリーナA
/09 休み  時間 09:45-11:45
/16 ☆   会員 300円
/23 休み   スタッフ 藤尾、他
/30 ☆  <7,8月 コール曲>

10/07 ☆  ティスペセラス、東京行進曲
/14 休み モリシェ、5分 5秒の二人
/21 休み ウェスタンプロムナード
/28 ☆  ザデュークオブケントワルツ

/    サハキサハキ、人生に乾杯
ゾンマーモルゲンヴァルツァー

④ころころ (木曜日)初・中級向き

09/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 ☆    時間 0945-11:45
/19 ☆    会員 300円
/26 ☆     スタッフ 古谷、他
/     <7,8月 コール曲>

10/03 ☆  ソフカ、カムダンスクララディーン

/10 ☆  ハゲシェム、
/17 ☆  ラズビバイドブロ、ムーンリバー

/24 ☆  デブカカルミエール

/31 ☆  ホラロウタレアスカデラミトレニ
マシェヤホルヌリヒヨット

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

09/03 休み 会場 イーグレアリーナA
/10 ☆  時間 1000-12Ю 0

/17休み 会員 300円
/24 ☆   スタッフ 上野 他
/

10/01 休み  <7,8月 コール曲>
/08 ☆  ピクヒエナイヒ、ニーナムニーナム

/15 休み ジョクチョバネスクマルジニメア

09/03 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/10 休み 時間 10ЮO-12Ю0

/17 ☆  会員 300円
/24 休み    スタッフ 浮辺、他
/

10/01 ☆  <7,8月 コール曲>
/08休み  セギディラセビラーナ
/15 ☆   アイリッシュローバー

/22 休み  ヤントウホのポロネーズNo
/29 ☆   マラーナードライアータンツ

ルッキングフォーアパートナー
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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 :り |1上 雄也氏
問合せ :吉田幸三

〇 9月 14～ 15日 (土 ～日)TOm(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・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・祝)大阪Yロ キャンプ
会場 :滋賀県マキノ市 みくに館
問合せ:バク

◎ 10月 14日 (祝・月)姫路市スポーツ祭
姫路市手柄陸上競技場
行進参加

010月 14日 (祝・月)タンポポポンタ講習会
会場 :舞洲アリーナ

010月 19日 (土)神戸播磨3都市交換パーティー
会場 :明石勤労福社会館

◎ 10月 22日 (火 )姫路市民フォークダンス大会
会場 :イーグレひめじ
参加費:無料
主催 :姫路フォークダンス協会

011月 11日 (月 )阪神交歓FDパーティー
会場 :宝塚ホテル
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書
会費:13500円 (全 日程、宿泊・食事など全部込 )

11月 23～ 24日 (土～日)大阪Yロ 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姫路
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

11月 30日 (土 )甲子園パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館

12月 8日 (日 )県公認指導者研修会
会場 :未定

012月 28日 (土 )ちょことつトライアスロンパーティー

会場 :大阪市立西区民センター
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外国人講師アンケート

氏名不ム効マ み子_

<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?

2、 好きな踊りは ?
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外国人講師アンケート

ダンスピ ζ年
<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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く 姫路に来た外国人講師陣 >

外国人講師アンケート

アタナス、トム、テオドール &リア、シユムリク
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?

好きな踊りは?
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外国人講師アンケート

氏名 )ヒ1巣リト  ダンス歴g年

<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&イオニヵ、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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<姫 路に来た外国人講師陣 >

外国人講師アンケート

ダンス歴ノ年

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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