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2013年 10月 323号

①ひよこ (火曜日)初級向き

10/01 ☆   会場 イーグレアリーナA
/08 ☆   時間 12:45-14:45
/15 ☆   会員 300円
/22 ☆      スタッフ 立岩、他
/29 ☆    <9月 コール曲>

11/05 ☆  スタラマイカ、
/12 ☆  ア三バーサリーツーステップ
/19 ☆  ホラペシャーセ

/26 ☆
/

②金曜例会 初級向き

10/04 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/11 ☆  時間 9:45-11:45
/18 ☆  会員 300円
/25 ☆   スタッフ 池沢、他
/     <9月 コール曲>

11/01 ☆  カリビアンカウボーイ
/08 ☆  サークルチャチャ
/15 ☆  グッドナイトイレーヌ
/22 ☆  ティップスォブマイフィンガーズ

/29 ☆

③たまごっち (月 曜日)初級向き_

10/07 ☆   会場 イーグレアリーナA
/14 休み  時間 0945-1145
/21 休み  会員 300円
/28 ☆   スタッフ 藤尾、他
/      <9月 コール曲>

11/04 ☆  ドリームオン

/11 ☆  ホラペゲァッツァ
/18 休み

夕☆  ざ回鶴レ

④ころころ (木曜日)初・中級向き

10/03 ☆   会場 イーグレアリーナA
/10 ☆   時間 09:45-1145
/17 ☆   会員 300円
/24 ☆     スタッフ 古谷、他
/31 ☆   <9月 コール曲>

11/07 ☆  サフィティツァ
/14 ☆  ホラモルドネベアスカ
/21 ☆  オルハダシュ

/28 講習 アルゲマリ
/

⑤どんぐり (火曜日)チェーンダンス

10/01 休み 会場 イーグレアリーナA
/08 ☆  時間 10ЮQ-12Ю0

/15 休み 会員 300円
/22 ☆   スタッフ 上野 他
//29

11/05 休み  <9月 コール曲>
/12 ☆  シンジャネ オフサナ
/19 休み ホラ・デ・ラ・アデュナティ。

/26 ☆      チョパチェニ

/

⑥ピァチ (火曜日)カ ップルダンス

10/01 ☆ 会場 イァグレアリーナA
/08 休み 時間 10ЮO-12Ю 0

/15 ☆  会員 300円
/22 休み    スタッフ 浮辺、他
/29

11/05 ☆  <9月 コール曲>
/12 休み  ファイブステップワルツ
/19☆   ビクトリーワルツ

/26 休み
//29 プで
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予定のお知らせ

010月 6日 (日 )三田FD協会パーティー
会場 :駒ヶ谷運動公園体育館
問合せ :三 田村

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
問合せッ クヾ

◎ 10月 14日 (祝 口月)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
問合せ 前田和弘

010月 19日 (土)神戸播磨3者「市交換パーティー
会場 :明石勤労福祉会館

◎ 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

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育館
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ロ パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せッ クヾ

◎ 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

011月 30日 (土)甲子園FDCパーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ 村上 猛

011月 30日 ～12月 1日 アフメット(トルコ)講習会
会場 :滋賀県立スポーッ会館

012月 8日 (日 )県公認指導者研修会
会場・内容 :未定

012月 28日 (土)ちょことっ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

◎ 1月 30日 (木)ジョー (ギリシヤ)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

03月 2日 (日 )ホロパーティー
会場 :和歌山市立市民会館市民ホール
問合せ :平 田育子
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①

外国人講師アンケート

氏名ズヘ島 めソ)ニ ダンス歴ρ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?

2、 好きな踊りは ?
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外国人講師アンケート

<姫 路に来た外国人講師陣 >
アタナス、トム、テォドール&リア、
モシコ、イブ、シルビア&イオニカ、
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Z襖 ソ争oた大口呼レ レユトしチλい
ユば ら,、 八ケ^ベ

ド常に ひ多t“″

〃雛ずこの引税で多 |

rで ⊇たに`で`J.
確oためマ リ(0"11,,7,り 励[二 も、ゃFゅ

いろに早多が、で`́t御 て、人々 ゎ́某許みっ
|

だセβひがビ・ り

イ詳`通角791イ赫こ1・″
場ltttp卜がプ

=て

導ひうpr
んレケビいよ色鍾 7-‐ 一屏ざ ん入ご

,Fだ や`` 16｀ や`ヾたoへ kマ⊇、ぃ人々 ち(・

準い、 みば
｀
らしひの´多ざ」.

子ft不後ハ oご あ卜1バ

1 
のんダクと

オ復L  したしヽ 7年 ぞ
t冴

′
タセ千

ダンス歴′ 年

シュムリク
ン ヨ

~

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

好きな踊りは?

多イフぅ多、

２、
Ю
¨
０

み ノ、マ ン

kttt yら りも茨くて

味わЧl｀蒻べ場lb7

バ《本下ヽヤ
ヾ
i及 0そ )1・ (2Lム (よく

3穐κ咤」
「
トゥごらょ

みずV鋭場|ャ多′

獅F帯7λЪ寡

名颯ν方靱御脇′
人を呼4本 τヽル̂ 移へしれれク

ノぽ4ヤ

`〕

ミ́均力|ヾ ′



ヽ

＼

_型2生2_lJ〕4J__■
1三if

JJ_■ ■●■_【口_2_rに

__11省γtL]4重 _ア lll Iう

:2月 斗
「

(ォ)/をヱ
_[_う しο9γ lよつ0・7tl―プ′

■■二月f証ョr巳

'れ
与J巌 ■′_′

|ク月22日 Cた)     ・
Tt― りAにて

,0:00～ :≧
=θ
ο

ヽ_3じ 3夕‖ヽくい́ 山t漂初」す.

もううん」―lしrtぁ つつす

17=00-13 3oo
いざじ夕1公 とおりし`Zヾ5.

もちうんコ́ :し′tあり」げ

チ科錯 13魚料てヽ ァ .

グ0氏
しゃこ

タ
デ、

iゝ
｀

|○ 日11ヽ神干墜夫ギ
力い勢力えてま魂魚吹神れ
に一度あヽこし=“レJ。 21ョ 22ョ

業ヽア機｀
累;化ヵ

スタラマイコぢと“
10 oO≒1こ日

5・ 12,19126

平ごLt
鰤

勢

Sにe

:o120日 c8)滋髭

梶乱 1:1黒L ttlt
L曇 70ス フ蠣)あとわ可ゝ｀

デtレストレ)ョ ン43多う

`｀

v′ )● 7ゝ■―ご可.

お名P/むイアスレビリ

｀
● 。 ..、 ..`. ■ ● 。

・
・・



ノ ヴアの し玲りかξ

/今 箋■のう場≒聾 ウの中|ミ  |
ιキマキイ1,ャス′としソリャーナスがあり7721
0を急七ギ〒

い
ぅしきって1寸が≒ |

、鴨嘉夕灘 :1協漁f
くヒ%う しぃ寿仏は衆金てrョ レ」レ句つ
tこ [こ くましく生さてヽ)31「の6■だt〕 」す
ちも`のイレコのもうちさんていう   |

(〆 レヽち′
リ

御職漁
=坊

:」穐携碑
ってし3っ tt,あ ら口ξ■牙|づ布丁のノしく

|

ヒご「ιτちで′ス/デ ウルらでん/ュ し移弁ζヾ

生きうせんて//

璃1人じユし・この子千あまりにヽ)う うヽカフて|

1種tl刀碗塁βl;差均要
17,43'テ」栃Zソff'生 oなく,5t.

た″り
．̈　行

ヱ　
　
　
思

と

（　
　
　
浮
励
Ψ

多賞η
〕｛型局
も

に
く
　
レヽ“
律
房
″
″｝
直

筋
琳
？
嘱
γ
ｔ飾
（
ど
の

の事
″
■
ノ、　　の

は
　
　
　
　
　
　
キ
ー
の

７
を
却
Ｚ
有
毛

こコー Jレ予 定 曲 2013.10-12
日 ロ

10 1 Fンマーモルゲンヴァリレツアー

10月 8日
カナディアン′ヽ一ンダンス
ホラヴェケ  、

10 15日 サフィティッツァ

10 22日 スミリャナ
10J 29日 弔ばら

5日

11月 12日
イヴシカ
ビトルスカガイダ

11月 19日 リングマズリレカ

11月 26日
ペムベ
:リ ンポーロック

12 目3日 サンライトスルードレイノ`―ス

12月 10日
ベルコボ
ウインナーツーステップ

12「 17日

12「 24日 Xマスパーテイー

ンライトスルードレイバース

コルルノ

シュラミットシユ

ベロリチェリュウバム



理事会からのお矢口らせ

9月 10日 (火)に理事会を開催 しました。その結果のお矢口らせです。

2013年 度の行事について   ~
①スポーツ祭 行進参加 10月 14日 (月 ・祝) 担当 :たまごつち

8時 30分中央体育館前集合 同40分グランド上へ移動

雨天中止の場合はFMゲンキで 7時に放送あり

参加者には参加賞があります

②スポーツ祭 市民フォークダンス大会 10月 22日 (火) 担当 :理事長

時間 :10時～ 15時まで

会場 :イ ーグレひめじ アリーナA
会費 :無料

弁当・飲み物などは各自持参、プログラムは別途配布します

③クリスマスパーティー 12月 9日 (月 ) 担当 :池澤

時間 :10時から13時まで

会場 :イ ーグレひめじ アリーナA
会費 :無料

④外国人講習会

11月 28日 (木) アフメット講習会 (ト ルコ) 担当 :こ ろころ

1月 30日 (木) ジョー講習会  (ギ リシャ) 担当 :ひよこ

2014年度の理事の改選について

今の理事の任期 (2か年)は来年の 3月 で満了となり、次のように変更となります。

退任理事 :松島・松浦の2名                 (敬 称略)

新任理事 :な し

なお役職の変更は副理事長に上野、会計に五嶋、監査に松島。その他は前期と同じ。

会長 多田  副会長 藤尾  理事長 古谷勉 副理事長 古阪・上野

理事 古谷景子・池澤 。浮辺・羽渕・山崎・立岩・五嶋 荻田

2014年度の行事について

①初心者教室 毎週金曜日に実施 担当:池澤ほか 4月 4日 から6月 6日 までの全 10回

②講習会 外国人講習会 4月 24日 (木) ベンツィ (ブルガリア)

11月       シュム リク (イ スラエル )

日本人講習会 秋に関東か ら坂東 さんを招いて講習会

③スポーツ祭、クリスマスは例年通りの実施予定

その他

2013年度末で兵庫県フォークダンス連盟から退会します
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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

http7/homepage2.ninlrcomノ himeji‐ fd‐kyokai/index.html

E一 mail Himeii‐ fd‐kyokaoniftycom

〒671‐ 1252 姫路市網千区垣内東町 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.keiko@niftycom

http7/homepage3.nifty.com/FURUTAN1/index.htm
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