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<今月・来月の例会>
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2017年 04月 365号

姫路フォータダンス協会の会報

①初心者教室 (火曜日)

04/04 ☆   会場 イーグレアリーナA
/1]☆    日寺間 13:00-]5:00
/18 ☆    スタッフ 上野、他,

/25 ☆

/      <3月 コール曲>
05/02 ☆ カーニバル

/09 ☆ バパルデスレヤ ドハショケット

/16 ☆ ビクトリアワルツ

/23 ☆

/30 ☆

04/07 ☆  会場 イーグレアリーナA
/14 ☆   時間 9:45-11:45
/21 ☆   スタッフ 池沢、他

/28 ☆

/    <3月 コール曲>
05/05 ☆ ジュルゼビッツァ

/12 休み ヴィッセルマズルカ

/19 ☆ エリザベスカ ドリール

/26 ☆ シルタモシュ

/

04/03 ☆  会場 イーグレアリーナA
/1o ☆  日寺間 09:45-11:45
/17 休み   スタッフ 古阪、他

/24 ☆

/      <3月 コール曲>
05/01 ☆  スィガスィガパラスケヴィ

/08 ☆  ハオレアハ

/15 休み ライライラ

/22 ☆

/29 ☆

ころころ (木曜 日)初・中級向き

04/09 ☆  会場 イーーグレアリーナA
/13 ☆  時間 09:45-11:45
/20 ☆   スタッフ 赤西、他

/27 講習

/    <3月 コール曲>
05/04 休み ドゥストゥベラ

/]1 ☆ スィガスィガパラスケヴィ

/18 ☆ ミタハットラアダマ

/25 ☆ ファルハ

/

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

04/04 休み  会場 イーグレアリーナA
/11 ☆   日寺間 10:00-12:00
/18 休み   スタッフ 上野 他

/25 ☆

/
<3月 コール曲>
ユヴァルラ ドム

アルゴスハサピコ

05///02

///09

/18
///23

///30

物
☆
麻
☆
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04/04 ☆  会場 イーグレアリーナA
/11 休み  時間 10ЮO-1200
/18 ☆    スタッフ 浮辺、他

/25 休み

/
05/02 ☆   <3月 コール曲>
/09 休み カフェミュレンポルカ

/18 ☆  スノーバード

/23 休み

/30 ☆



04月 16日 (日 )兵庫県連60周年パーティー
会場 :神 戸中央体育館
問合せ :兵庫県フォークダンス連盟

04月 22、 23日 (上、日)シルビア講習会 in滋賀
会場 :滋賀県立スポーツ会館
問合せ :笹倉さん

◎ 4月 27日 (木)シルビア講習会 in姫路
会場 :イーグレひめじ
主催 :姫路フォークダンス協会
参加申し込みメールなどで受付中

05月 7日 (日 )FDロンドフォークダンスのつどい
会場 :なみはやドーム

問合せ :近藤幸子さん

05月 14日 (日 )ヤブロチコお盆前パーティー
会場 :大阪区立天王寺区民センター
問合せ :竹 山さん

05月 21日 (日 )リープパーティー
会場 :和歌山市葛西コミュニティーセンター
問合せ :平田育子さん

06月 4日 (日 )嵯峨野FDG55周年パーティー
会場 :ウ イングス京都
問合せ :今井さん

06月 25日 (日 )兵庫県巡回講習会
会場 :兵庫県立文化体育館
問合せ :兵庫県フォークダンス連盟

◎ 9月 10日 (日 )フォークダンス市民大会 in姫路
講師 :石坂史朗 氏
生演奏付
会場 :イーグレひめじ

◎ 9月 14日 (木)アフメット講習会 in姫路
会場 :イーグレひめじ
主催 :姫路フォークダンス協会

09月 30日 (土 )じゃがいも25周年記念講習会
講師 :板東和子さん
会場 :兵庫県立文化体育館
問合せ :山下さん

11月 30日 (木 )トム講習会 in姫路 (予定)

会場 :イーグレひめじ
主催 :姫路フォークダンス協会

ハ
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2月 11日 の朝で した

「パパが出張で神戸に行 くの、ついでにおばあ

ちゃんの所へ行 くことになった、たつのは雪降

ってない ?」 孫の電話で、

積雪 75 clllの 豊岡から長女一家が 7歳 4歳 (パパ

を姫路駅へ送 り届け)自 転車 とペダルの無い足

で蹴る小 さな自転車を載せてやつて来た。

広～い田んぼ道をヘルメッ トをつけて走 り出す

グルグル と、間もなく神戸から、次女が 4歳 を

連れて到着、正月以来の再会に男 3人大喜び。キ

ィーキィー、キャーキャー 叫ぶ声に、日頃静か

な田んぼが、 うちの野生児達で大騒ぎ。

公園での遊具の取 り合い、滑 り台でのケンカ、手

が出る足で蹴る、泣いた り怒つた り、笑つたり

お じいさんの子守 りで、孫は思いつきり楽 しそ

う、「注意 してもこいつ ら聞くかいな !」

1月 に満 70歳を迎えた、お じいさんの為に、

月遅れのお祝いをしようと、娘 3人が話 し合い

全員が集る事になつた。

「お誕生会」は食事の後に「ハピィーバースディ

ーの歌」を歌い、ケーキのローソクを孫 3人 と消

し、笑顔で写真撮影。

4歳のピアノに合わせマラガス、タンバ リン、

エ レク トーン、で幼稚園のお誕生の歌や学校で

習った歌、踊 りを披露、絵や手紙も読んでくれ、

たのですが、皆、ぼくが、オ レが、お じいちゃん

の為に、の年なので押た り、つついた りしている

内に、大泣きした りと、まあ― 賑やかな 70歳
節 目のお誕生会で した。

暖かくなつたら、皆で 1泊旅行に行こうの、約

束をして次の 日、早々とll■ つて行きました。

娘たちは良い虐、抜きが出来たと大喜び。

孫たちは大雪の豊岡で出来ない自転車や外遊び

が出来て、坂の多い神戸では、自転車で思い切 り

走ることが出来ない、一人つ子なのでケンカ出

来てよかつた。 と 嵐の 1泊 2日 でした。

平田和子
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夕北へ拓の外幻・τお衝St・おりすリ
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‐kyokaonifty.com

〒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― mail 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 furutani.keiko@niftycom

http://furutani.la.coocan.jp/

編集後記
ズしヽ′)ミんψみんてや3したわ～ 政バ″5んて

｀`ヽ
多

人も` ン` と`てい`3すが`´ズ累び0若、で
｀
す_〕んな争

ぅって多dr/パポ7～と掟■パ7～と友フト(フ

ランタバトの口1多んの形い問だヽブぅヂこ言ズ
、、名イ本l ぐし∨っと〈ヤlダレ_1孝もイヤ|び レストと
靡 |>ュ |″ ら～ ′


