
ヽ ゛

01 ～ ～

‐

<今月・来月の例会> 姫路フォータダンス協会の会報

①初心者教室 (火曜日)(ひよこ)

6月 13日 よりひよこ例会となります
06/06 ☆   会場 イーグレアリーナA
/13 ☆   時間 12:45-14:45
/20 ☆    スタッフ 立岩、他
/27 ☆

/       <5月 コール曲>
07/04 ☆ アネルスオマリエ

/11 ☆ バレッタワルツ

/18 ☆ イヤー・エンド・ツーステップ

/25 ☆ ペラザ・ハブ

/

06/02 ☆  会場 イーグレアリーナA
/09 ☆  時間 945-1145
/16 ☆   スタッフ 池沢、他
/23 ☆

/30 ☆   <5月 コール曲>
07/07 ☆ ザモウブリィガーデン

/14 ☆ シル トー

/21 ☆

/28 ☆

/

06/05 ☆  会場 イーグレアリーナA
/12 ☆  日寺間 09:45-11:45
/19 休み   スタッフ 福本、他

/26 ☆

/      <5月 コール曲>
07//03 ☆   シル ト‐一

/10 ☆  ザモウブリィガーデン

/17 ☆  オスローヮルツ

/24 休み 聴泉淘☆   』L

④ころころ (本曜日)初・中級向き

06/01 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/08 ☆  日寺間 09:45-11:45
/15 ☆   スタッフ 赤西、他

/22 ☆

/29 ☆   <5月 コール曲>
07/06 ☆ ジャンパラレレデラトプライサル

/13 ☆ アライデヌンタ

/20 ☆ ダンツルデラバイアアラマ

/27 ☆

/

⑤どスノぐり (火曜日)チェーンダンス

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

/
07/04 休み  <5月 コール曲>
/1]☆    Hora dOdelor de la GhirOda

/18 休み  Hora miresei d Greul din Gruia

/25 ☆

/

⑥ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

06/06 ☆  会場 イーグレアリーナA
/13 休み  時間 ]0:00-12100
/20 ☆    スタッフ 浮辺、他
/27 休み

/
07/04 ☆   <5月 コール曲>
/]]体み ナオミ

/18☆  ストノーバイ ストゥバイ



のお知らせ

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 18日 (日 )KOL0 35周 年パーティー
会場 :京都市東部文化会館
問合せ :松村さん

06月 18日 (日 )アイリス32周年パーティー
会場 :金沢勤労者プラザ

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

07月 15日 (土 )ちょこっとパーティー
会場 :大阪市立此花区民ホール

09月 9,10日 (土、日)アフメット講習会 in滋賀
会場 :滋賀県立スポーツ会館
問合せ :笹倉さん

◎ 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
民族楽器 (ガドゥルカ、ガイダ等)による生演奏付
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
参加申込受付中

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

010月 1日 (日 )じゃがいも25周年記念パーティー
会場 :神 戸市防災コミュニティーセンター
問合せ :山下さん

10月 7～ 9日 (土～月)大阪Y FDキャンプ
会場 :マキノ高原 みくに館
問合せ :バクさん

11月 25、 26日 (土、日)大阪Yパーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ :バクさん

11月 30日 (木 )トム講習会 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

012月 2,3日 (土、日)トム講習会 in滋賀
会場 :滋賀県立スポーツ会館
問合せ :笹倉さん
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姫路 フォー クダンス協会の理事会 よ りお知 らせ

来る 5月 19日 (金)に姫路フォークダンス協会の理事会が開催されましたが、その報告です。

1、 2016年 度の行事報告、及び会計報告があり、それぞれ承認されました。

なお、それぞれの報告書は各例会にて掲示 しますのでご覧ください。

2、 2017年 度の行事予定、及び予算審議があり若干の質問がありましたがそれぞれ承認されましたの

2017年 度の活動予定は前回お知らせ しましたが、次の行事が一部変更 しました。

① 9月 10日 (日 )のフォークダンス市民大会ですが、講師の石坂さんに加え、民族楽器の奏者、ヨルダ

ンさんと大野さんを追加で招聘、その民族楽器の生演奏付での講習会を行います。6月 1日 から参加申

込の受付を開始 します。定員制となりますのでご注意下さい。

担当はころころ例会です。

② 12月 のクリスマスフォークダンスパーティーですが、今年度は別の会場で、いつもとは違った企画で

実施 します。会場は姫路フォークダンス協会の 50周年などで利用した、兵庫県立労働会館の多目的ホ

ールを予定しています。また会場内での飲食が可能なので 。・・色々と楽 しみですね。

6月 1日 に会場予約が確定しますが、それ以降いろいろと楽 しめる企画をしていきます。

担当はひよこ例会です。

3、 募集 以下の姫路市体育協会関連行事の参加者を募集 します。担当者まで申し出て下さい。

① 10月 9日 (祝 。月)の スポーツ祭の手柄陸上競技場の行進参加者 30～ 40名  担当 :三浦

② 2月 11日 (日 )第 3回姫路城マラソンのボランティア      約 10名   担当 :理事長
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御津フォークダンス同好会 ステップ

毎 月 :第 2 第 4水曜日 (午前 9:30～ 11:30)

場 所 :たつの市御津町公民館ホール

参加費 :1回 500円  代表者 三木 美恵子

ひろ～いホールでの練習です。本人のケガ、病気

介護、孫の世話いろんな事情で欠席者が多いです。

2年に 1回の発表会も今年は無理かな ?でも不思議

に揃つて皆心を一つに舞台発表を終えた後、大きな

拍手、「よかつたょ―、踊りも揃つていて感動し

た」と握手を求めて来られるという、嬉いハプニン

グもありました。初めての経験でした。
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大津茂フォークダンス教室

毎 月 :第 2、 第 4木曜日 (午後 1:30～ 3:30)

場 所 :大津茂公民館 2F
参加費 :年会費 保険料 500円  協力金 200円

月会費 :1000円  代表者 井貫 明美

*年間 2回以上の教養講座に参加お願いします。

昨年姫路協会のクリスマスパーテイーに 8名 参加、

ホールー杯に着飾つた人々に圧倒されました。

なかなか馴染めないリズムに戸惑いながら、新しい

楽しい踊 りに、体や足と相談しながら挑戦してます
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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

http://hilneji‐ fd‐ kyokai.laocoocan.jp/

E― mail himeji‐ fd― kyokai@nifty.com

〒671-1252 姫路市網千区垣内東町 125-3
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理事長  古谷 勉 TEL&FAX  079‐ ,

E― ma l l  furutani.tsutomu@nifty.|

会報 「ぶ一ふ― う―」の定期購読などにつし

年間購読 ¥2000 郵送代含む  (1

問合せ 古谷景子 E‐mail furutani.keikO(

http://furutani.la.coocan.jp/      ′

:72‐ 5230 /

3om  ′
/

てヽ   /

郭¥100)

)nifty com


