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<今月・来月の例会> 姫路フォータダンス協会の会報

②金曜 (金曜日)初級向き

]1/02 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/09 休み 時間 945-1]:45
/16 ☆  スタッフ 池沢、他

/23 休み

/30 ☆   <10月 コール曲>
12/07 ☆  やさしいルカ、バラ

/14 休み ドヴロウトロマケドニイョ

/21 ☆  アンゲリーナ

/28 休み

/

ヽ ゛
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2018年 11月

①ひよこ (火曜日)初級向き

11/06 ☆  会場 イーグレアリーナA
/13 ☆  時間 12:45-14:45
/20 講習 スタッフ 立岩、他
/27 ☆
/      <10月 コール曲>

12/04 ☆  ペ トイエクミ、サファイヤシー

/]1 ☆  ポブレカーナ、アンゲリーナ

/18 ☆  スバドバルスコズムズム

/25 ☆  白い恋人たち

/

11/01 ☆  会場 イーグレアリーナA
/08 ☆  時間 09:45-11:45
/15 ☆  スタッフ 赤西、他
/22 ☆

/29 ☆    <10月 コール曲>
12/06 ☆  カジノ

/13 ☆  ポブレカーナ

/20 ☆  ヤキルメナヒム

/27 休み ハイルゥ。マムグネル・ロルゲ

/

③たまごっち (月 曜日)初級向き

11/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 ☆   時間 09:45-11:45
/19 休み  スタッフ 岡本、他
/26 ☆
/       <10月 コール曲>

12/03 ☆  ベエズラットハシェム

/10 ☆  バラ、クンビアセマナ

/17 ☆  パスツール (こ うもりのカドリール)

/24 休み ホラペシャッセ

/31 休み

⑤どんぐり (火曜日)チェーンダンス

11/06 休み   会場 イーグレアリーナA
/13 ☆    時間 10:00-12:00
/20 休み   スタッフ 上野 他
/27 ☆
/

12/04 休み   <10月 コール曲>
/11 ☆   バナツグノースーカラザン

/18 休み  ブリューデラドブルラウ
/25 ☆

⑥ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

11/06 ☆    会場 イーグレアリーナA
/13 休み   時間 10:00-12Ю0

/20 休み   スタッフ 浮辺、他

/27 休み

/
12/04 ☆   <10月 コール曲>
/11 休み スタロダーヴニースルネーチコ

/18 ☆  リズムオブザレイン

/25 休み アガノゆアナスサ
゛
ンクトローレンツェン

/



の らせ

011月 11日 (日 )甲子園FDCパーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ :村上さん

011月 12日 (月 )イブ講習会
会場 :ネ申戸市立王子スポーツセンター 身障者体育館
問合せ :松島さん

11月 20、 21日 (火 口水)シュムリク講習会 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
<満員締め切り>

11月 23,24日 (金、土)シュムリク講習会 in滋賀
会場 :滋賀県立スポーッ会館
問合せ :笹倉さん

12月 1,2日 (土 、日)大阪Y講習会・パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せッ クヾさん

12月 14日 (金 )クリスマスパーティー
会場 :イーグレ姫路
主催 :姫路フォークダンス協会
申込不要

012月 22日 (土 )ちょこっトライアスロンパーティー
会場 :浪速区民センター
オールリクエストパーティー

012月 23日 (日 )スパルタスロンパーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ :村上さん

12月 24日 (月・祝)サークルQ25周年パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館

1月 5日 (土 )ミセスニューイヤーパーティー
会場 :エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育館 )

問合せ :濱 田さん

1月 13,14日 (日 、月)新春バルカンフエスタ
会場 :滋 賀県希望ヶ丘文化公園
問合せ :米谷さん

◎ 3月 3日 (日 )′ ウレカンフォークダンスパーティー
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
後泊 :温泉宿泊一>定員になったので締め切り済

3月 14日 (木 )アフメット講習会 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
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参加例会[条 lЪ ち
姫路FD協会 各例会への

今一番 したい事は ?
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10年後の自分はどうなっていると思いますか ?

ヒ47ゝ ハ梁 饗歓レ

では 20年後はどうなっていると思いますか ?

どこの国のダンスが好きですか? 何故 ?

望・感想など
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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://hilneji‐ fd‐ kyokai.la.cOocan.jp/

E― mail himeji‐ fd‐kyokai@niftycom

〒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

E― ma l l  furutani.tsutomu@nifty.com

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 f■lrutani.keiko@niftycom

http:〃furutani.la.coocan.jp/
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