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会場 イーグレアリーナA
日寺間  9:45-11:45

スタッフ 池沢、他

<4月 コール曲>
アルナウータ、キューイリング

ヒンキーディンキーパーリーブー

ネヴェス トツルベントレンダフィル

ツァァックカタマー、コンヤリ
ーリフゞァミリーサークルワルツ

レスノト

③たまごっち (月 曜日)初級向き ④ころころ (木曜日)初・中級向き

<今月・来月の例会> 姫路フォークダンス協会の会報

②初心者教室 (金曜日)
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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

会場 イーグレアリーナA
日寺間 09:45-11:45

スタッフ 岡本、他.

<4月 コール山>
テネシーワルツサプライズ

アルナウータ、アメン

デボイチャホロヴォ ドナヤ
ノくンタロン、セイメンスコ

アイウオントツゥビニァーユー

会場 イーグレアリーナA
日寺間 10:00-12:00
スタッフ 上野 他

<4月 コール曲>
ダスマニアチガニロール

05/03 休み  会場 イーグレアリーナA
/10 ☆  時間 09:45-11:45
/17 ☆   スタッフ 赤西、他

/24 ☆

/31 ☆   <4月 コール曲>
06/07 ☆ カラマハラ

/14 ☆ べ 。ハシュム・ミツィオン・イェシャグ

/21 ☆ ブラゼナ 。エルゲニテ

/28 ☆

/

会場 イーグレアリーナA
日寺間 10:00-12:00
スタッフ 浮辺、他

く4月 コール曲>
ラウテルバッハ

ドレイ・パース・ガーデンズ

2018年 5月 378号

①ひよこ (火曜日)初級向き

05/01 ☆  会場 イーグレアリーナA
/08 ☆  時間 12:45-14:45
/15 ☆    スタッフ 立岩、他

/22 ☆

/29 ☆      <4月 コール曲>
06/05 ☆  ハキノール・ハニーマン

/12 ☆  バ 。ラ

/19☆  カランフィルコ

/26 ☆  オー・エックス・オー・リール

/
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の らせ

5月 5日 (土・祝)ロンド フォークダンスのつどい
会 場 :丁ACTABド ー ム (1日 なみ は や ドー ム )

問合せ :近藤幸子さん

5月 13日 (日 )ヤブロチコおBOnだいぶ前パーティー
会場 :大 阪区立天王寺区民センター
問い合せ :竹 山さん

05月 27日 (日 )フォークダンス巡回講習会
会場 :兵庫県立文化体育館

06月 9,10日 (土 、日)関西Balkan研合宿
会場 :滋賀県みくに館

06月 24日 (日 )コローパーティー
会場 :京都市西文化会館ウエスティ 創造活動室
問合せ :松村隆子さん

06月 30、 1日 先崎さん。イブさん70歳お祝いパーティー
会場 :千葉県岩井 Jヒ原館
問合せ :朝 日さん

07月 14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

◎ 9月 2日 (日 )板東さん講習会 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

09月 22,23日 (土 、日)先崎さん70歳お祝いパーティー
会場 :亀岡市 ほん梅の里
問合せ :笹倉さん

◎ 11月 20、 21日 (火 口水)シュムリク講習会
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 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

◎ 2019年 3月 3日 (日 )バルカンフォークダンスパーティー

イタ リアの復活祭は楽 しい !

春休みに高 2の孫虐、子剣道 2段をサボーター

に lノ て 10日 間の旅です。混雑は覚悟ですが

予想以上の人出で逆に楽 lン んでしまいます。

まずはミラノから。大聖堂前は 2万人以 Lの

マラソン大会 !の スター‐卜地での大騒ぎには

圧倒されます。やっと出発が終われば、次は

きらびやかな衣装の大司教を先頭に厳かに

復活祭最大の行事の、「粽欄の行列Jが賛美歌

の流れる中、イエスを讃える信者さスンの自]の

粽欄の葉をかざ lン て進みます。そ tノ て永遠の命を

表すオリーブの小枝を群衆に下さり、私 (D頂戴

します。ダビンチの 「最後の晩餐Jの鑑賞より

感動ですね。次のヴェネチア t)人 で一杯ですが、

良いお天気でゴンドラを楽 しむには悪くないヒン、

運河を眺めてのアイスクリームも美味しいです。

フィレンツエはお約束定番のウフィツィ美術館

などの他に、 [ベ ッキオ宮殿の秘密の部屋探訪]

これが最高でした。この街 t)何度か来ていますが

映画のお蔭での新 しいコースでわくわく tノ ます。

フリータイムは私のお気に入リスポットの、

メディチ家の官殿で孫に歴史を教え_た のがうれ tノ

いです。新幹線でナポリヘ行き、ポンペイ遺跡や

アマルフィ海岸を巡り、険しい山道を越えた

青い海の色には感嘆します。孫のお目当ての

青の洞窟は私達の午前の観光時間では強風の為

アウト。港でナポリヘ帰りの船を待っていると、

午後の便で見られたイタリア人の方が、親切に

動画を見せて下さつて、孫も納得 していま tン た0

ローマのバチカンはシステーナ礼拝堂を主に見て

復活祭用の大聖堂や広場の花の飾 りが華やかです。

明日の本番は 10万人 |の信者が集まるそうです。

巨大なコロッセオは何度見て t)圧倒されるだけ。

真実の口に手を入れて正直者の証明も t′ ま [/た。

カンツォーネの間けるレス トランで踊 りま tン たよO

夕方、素敵な庭の空に二重の虹が架かって、

この旅の終わりを飾ってくれていました。

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

き一ちゃん
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1 4月 6日

開講式
アルナウータ
ネヴェストロツルベンロトレンダフィル
ヒンキロデインキー・パー・リーロブー
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参加例会 た]ごフら  あえ∫こ

姫路FD協会 。各例会への希望・感想など
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4 4月 27日
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ホう・ペロシャセ

今一番したい事は ?
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7 5月 25日
カントリー・ウオーキン
オーロエックス・オー・リール

8 6月 1日

ベクリチェロルド・ムラド
アレキサンドロフスキー
フローレン

10年後の自分はどうなつていると思いますか ?
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9 6月 8日
テンロリトルロインディアンズ
ビリヤナ
ホラ・ヌンタシロール

では 20年後はどうなっていると思いますか ?

解ソ多¬色多々ど _10 6月 15日 日

どこの国のダンスが好きですか ? 何故 ?
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・各サークル合同
たまごっちコール予定曲2018.04-06
月・日 名

4月 2日
テネシーワルツサブライズ
デポィチャホロヴォドナヤ

4月 9日
アルナウータ
アメン

4月 23日
バンタロン(こうもりのカドリール )

セイメンスコ( ″   )
4月 30日 アイウオントツウビニアユー
5月 7日 日

5月 14日
エテ (こうもりのカドリール )

ザファミリーワルツ
5月 21日 アダのクヤビヤク#1
6月 4日

シャムハレイゴラン
ベンツィ講習曲より

6月 11日
フローレン
アフリカ・ブンブン

6月 25日 復 習

・
*° F尋 あつ。ひJこ ,7/9:じ月多理に』1について`τ

ずキ本が'メリ,7′ び
｀`
てヤヶ方:び ヌんフτて

｀
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ころころコール予定曲2018.03～ 2018.05
日 由

3月 8日

Mona MOna/Fanker00n
Ver Veri

モナ・モナ/
3月 15日

GOrbetchiiska
ゴルベチスカ

3月 22日
VinO Pla
ヴィノピア

3月 29日
Hora Banateana
ホラ・バナツァナ

4月 5日
Batuta Taraneasca
バトゥータ・タラネアスカ

4月 12日
Ve Hashem MitziOn Yishag
べ・ハシュム・ミツィオン・イシャグ

4月 19日
Blazena Ergente
ブラゼナ・エルゲニテ

4月 26日 Ventzi講習会

5月 3日
休み
*Ventziの復習会

Fa後 、●

こコール 予 定 曲 2018.04-06
月・ 日 曲 名

4月 3日

ハキノール・ハニーマン
Hakinor Haneeman
バ ロラ
Ba La

4月 10日
カランフィルコ
Karamttlko

4月 17日
オー・エックス・オーロリール
0-X―O Reel

4月 24日
プストノロルド
Pustono Ludo

5月 1日
スィートハートロワルツ
Sweetheart Waltz

5月 8日
リヤナロデロラロゴイチャ
Leana de la Goicea

5月 15日 循:1目 日(review

5月 22日

アレキサンドロフスキー
Alexandorovsky

ホラ・ドラプタ
Hora DreaDta

5月 29日
ナ・ドゥヴォールロセディ
Na Dvor Sedi

6月 5日
レッド・ウイング
Red Wing

6月 12日

ビリヤナ
BiUana

Shavalee―Voske/Aparaian

6月 19日
デュークロオブロケントロワルツ
The Duke of Kent's Waltz

6月 26日 復 習 日(re宙ew)
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たまごつち例会
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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ベージアドレスなど

http://hilneji― fd‐ kyokai.la.coocan.jp/

E-ll■ a i l  himeji‐ fd― kyokai@nifty.com

〒671‐ 1252 姫路市網十区lR内東町 125-3

理事長  古谷 勉 TEL&FAX  079‐ 272-5230

E― ma i l  furutani tsutolllu@niftycom

会報 「ぶ―ふ― う一Jの定期購読などについて

年間1韓 読 ¥2000 ■:送代含む  (1部 ¥100)

問合せ  占谷景千 E― mail ftlrutani.keikO@nifty colll

http://furutani.la.coocan.jp/ム兵こて` Yう え″フ′.

ヽフヽら3と 12と ミJか IDん

私 1]令′ら日青へ～ -1)で


