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<今月・来月の例会> 姫路フォークダンス協会の会報

①
一

02/05 ☆  会場 イーグレアリーナA
/12 ☆  日寺間 12:45 14:45
/19☆   スタッフ 立岩、他
/26 ☆
/     <1月 コール曲>

03/05☆  クミ、デァウリツィ

/12 ☆  コルルノウ、

/19 ☆  コハブハルア

/26 ☆  ヤリボン

/

02/01 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/08 ☆ 時間 945-1145
/15 ☆  スタッフ 池沢、他
/22 休み
/      <1月 コール曲>

03/01 ☆  ムエベムエベ

/08 ☆  ボダブンボダバン

/15 ☆  ワルツアクロステキサス

/22 ☆  クミ、テフィラ
/31 休み

③たまごっち_(且曜日)初級向き

02/04 ☆  会場 イーグレアリーナA
/11 ☆   時間 09:45-11:45
/18 休み   スタッフ 岡本、他
/25☆
/       <1月 コール山>

03/04 ☆  クンビアセマナ、ホラペシャッセ

/11 ☆  ホラヴェケ、ヤリボン、ムーンリバー

/18休み デァウリツィ、レブレビ

/25 ☆  クミ、シガシガパラスケヴィ
/

02/07 ☆  会場 イーグレアリーナA
/14 ☆  時間 09:45-11:45
/21 休み スタッフ 赤西、他

/28 ☆

/   <1月 コール曲>
03/07 ☆  ゼンスカシプタルスカイグラ
/14 ☆  ホザンキ

/21 ☆  パレリシャラン

/28 ☆
/

④
一

⑤ どんぐり (火曜日)チェーンダンス ⑥ ピーチ (火曜日)カ ッ∠Jンダンス

02/05 休み  会場 イーグレアリーナA
/12 ☆    時間 10:00-12:00
/19休み  スタッフ 上野 他
/26 ☆
/

03/05 休み   <1月 コール曲>
/12 ☆   ハライラハギガ

/19休み  アルナウチャスカ

/26 ☆
/

02/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 休み    日寺間 10:00-12:00
/19 ☆   スタッフ 浮辺、他

/26休み

/



らせ

02月 10日 (日 )レッツFD♪ クラシックス3周 年記念パーティ
会場:神 戸市勤労会館
10時から16時15分
問合せ :トンボさん

2月 10日 (日 )全国FD伝達講習会
会場 :兵庫県立文化体育館

02月 24日 (日 )姫路城マラソン ポランティア参加

◎ 3月 3日 (日 )ノ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

03月 9110日 (上、日)先崎氏講習会
会場:高砂市青年の家
問い合わせ:井村さん

◎ 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
時間:13時～16時

03月 16,17日 (上、日)アフメット講習会 in大津
会場:滋賀県立スポーツ会館
問い合わせ:笹倉さん

03月 17日 (日 )タンポポパーティー
会場:舞洲アリーナ
問い合わせ:ポンタさん

◎ 4月 5日 (金)～ 6月 14日 (金)毎週金曜日 全10回
初心者教室 in姫路
主催 :姫路フォークダンス協会

4月 20,21日 (上、日)シルビアさん講習会 in滋賀
会場 :滋賀県立スポーッ会館
問い合わせ :笹倉さん

4月 25日 (木)シルビアさん講習会 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
時間 :10時～16時

◎ 9月 8日 (日 )石坂さん講習会 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
時間:10時～16時
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新米のご飯を食べたい

去年は新米のご飯が口にはいらなかつた。
毎年11月 末頃になると、その年に取れた
30Kg入りの新米を先輩より頂く。それまで
に食べるお米の量を調整、11月 頃には残
りが0になるようにして、新米の到着を待つ
ている。我が家では、ご飯を食べるの私だ
けで、家人は霞でも食しているのか、なか
なかお米が減らない。

お米のおいしさを、ご飯は栄養の宝庫だ。
茶碗1杯分 (約 150g)に は牛乳1 20cc
にあたるたんぱく質、それにビタミンやミネ
ラルなども含まれる。糖質ジャガイモ3個分
鉄分ホウレンソウ2葉分、脂質食バン1/3
枚分、キャベツ2枚分、食物繊維セロリ1/2
分 (新聞記載の受け売り)等と力説しても信
用しない。食が豊かな時代になってから、ご

飯を冷遇しているように思う。

上手に調整してお米が底を尽きかけた11

月の始めに、どうゆう訳か先輩より1 5kg

のお米を頂いてしまつた。正月までに使う米
を1 5kg精米した。残りを貰つてくれと言わ
れる。私としては、新米を頂いてピカピカに

炊きあがつたつた、ご飯をおかずにしてご飯
を食べようとつていたのに、あてが外れてし
まった。別にことわる理由もないので、有り
がたく頂戴したが、時期が時期だけに最初
は、新米 ?を頂いたと内心喜んでいたが食
してみると、そうではなく、糠喜びだつた。
(贅沢 ?)

新年になつたので、もう去年 (古米)のお米
という事になつてしまう。(これは屁理屈かも)

今お米は、倉庫に低温管理され必要な時
だけ倉庫より持ち出し、それから精米する
のでお米の劣化は抑えれてそんなに味は

変わらないないと思うがやはり気分の問題
だ。少し前に死ぬまでにしておきたい事の
アンケートがあつたが、その中に追記しとき
たい。毎年毎年新米を食べたい。ピカピカの
ご飯を。あと何回新米が口にはいるかなア !
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4月 (月 ) 木村瞳
レ
Ｌ

珂
月 福 井

5月 (水 ) 山田榮子 JIヽ禾ロ 久宝

6月 (土 ) 石 原 松 浦 須 山

7月 (月 ) 須 山 掛 谷 小林

8月 (木 ) 寺内 三船 岡本

9月 (日 ) 久宝 宇治宮 伊東

10月 (火 ) 南玲子 今村 浜 田

11月 (釜き) 吉田晴恵 柴 田 大 内

12月 (日 ) 伊藤美紀子 Jヒ本寸 村りll

1月 (日 ) 田中有「代 コ可〕u 和 田

2月 (土 ) 立岩 松島 本種

3月 (日 ) 瀬 川 福本 須原
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2o19年
度継続会員募集

li31日
ょり2o19年

度の継続会員を募集し

金t・
物  な [覆可ξ:11し こヽ A_普通会員 65歳以上 52oo円

(含む保険 12oo円
)

普通鉄  64歳未満 585o円
(含む保険 185o円

)

賛助会員 全年齢  585o円
(保険は含ます)

但し、3月 12日 までに継続のすべての手続きをとなります。(但 し賛助ハ

こととおもいます。今年は元号が変わりま

す。

昭和・平成・? 随分長く生きてきました。

この先もやっぼり健康が一番、現状維持す

るためには、食事、運動は、もちろんもう

一つ私なりに、思うことは、ストレスを少

なくすることです。日めくリカレンダーの

事に

「′い配から解放されよ」とそれを読んだと

き共感しました。心配ごとの多い人は、確

かに心配というものに縛りつけられている

人のようである。早くそめ心配がなくなっ

てくれないかと―。心配は何もまだ来てい

ないものに対する思いであって、心配その

ものだけがあるに過ぎない。結局心配とい

うもめは、何め役にも立たぬ邪魔もので、

そんなものに東縛されているよりもカラッ

とした気持ちで目の前に現れる事に、カー

杯ぶつかる事が、どんなに賢いか。

今まで子供達のこと辱々この先めこともわ

からないのに、よく心配していました。

これからなるべく過去にとらわれず、未来

におびえず、流れのままに、心配せずに今

を薬しもう、そう思い頑姜っていこうと思

います。
フォークダンスは、音楽を聴きながら脳を

使い体を動かす、このような、すばらしい

ブォークダンスに参力Jできることに感謝で

す。
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で通り、朝が来たら起きてメシを食らい、適当に
昼間を過ごL。 夜が来たら一杯たLなんで眠る。

やらねばならない事は2つ有る。
1.歳老いた母親を棺桶に入れて天国に送る。
2.母の生活している今の家を、整理して更地に

し、祖父の兄弟の子孫に返却する。
この2点をやり残して、あの世に行つたら、皆に
罵倒されると、思うが私はこの世にいないので
痛くもかゆくもない。          以上
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例会責任者が変わ ります

2019年 度から、どんぐり。ころころ例会責任者

が若い人に代わります。

どんぐり例会は上野さんから丼上真佐美さんへ、

ころころ例会は赤西さんから車田さんへとバ トン

タッチ、それぞれ 10歳以上若返ります。

若いリーダーを皆で盛り上げていきましょう。

また金曜例会の池澤さんが退任します。 (後継者が

いないため、例会は3月 末で廃止となります)

長年の活躍、ご苦労様でした。

今月の日本フォークダンス連盟の会報にも掲示さ

れていましたが、今、FD界は高齢社会となってい

ます。

が、姫路フォークダンス協会はまだまだ若い ?です。

これからも楽しく踊つていきましょう。

Iロ スゴ

71/イ
‐‐7多了ハソデTIス トll巧

ャ ビ｀ゝず
サィ・二

= 一」一一【　　́
′′コ

ロ

　

　

リ

′衝
"生

ギ昇al]々 め稲 り感土にたぅフトズ
昼LIザーのt)ら ぃ アヽ駒りで冴。

‐
びのご3月 3日 の

パ]Lラ )パーシーt/70%拳■)′ゝス.夕1クトfく

∠スラJ― lレ (ちのと彦ラ庁命にシ/リ フ0)ハ ダヽ スも

鼎導litり鶴F偽11°おすん。
と白ψです。
ち,し も灘[1(、千彦り,ぜ力。ぃでちみしたし、、夕

ぐ夕もら/J~い 、″もありひ可力ゞ、見ンも更シラ■二
こんヮダしス漁 クンヽ1_あ l-lZテップ了ちんz:22ヽ

)

し膨子む的くィ弓 しレヽ3(力。

な ぐ人ゴk′ ダ)十 しぐって来」す。ぃフもの承ηへの

多ロスと呼スタ Ztヽ Jす。自Fイ本も[z

卜】` o`



みかっZエイエイノ~/

どんぐり例会
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たくさんムて、ア涌ろ気う菰 び々す。
日本歌があるヒいうのは、tヽいですれ。

ノ)ま卜のBオまも嗜碑スあウリせしれが7

三 B城;主 。 飛甲 3、 三日パき |〕 、日標

をだ怪t聰■で`きるざうL tttλ 12老 い●ノ

■ましたべいまとtJ警爆jFシ浚
ころころ例会

〆■L77ン↓千4~ρ 山ヾレt`、乙雹ひ`3の .

ァびζttliめ "レしし
'2年

ハtう ~

′しひ 3`ラυ射しだpヽιレロマ

07引し曲も i`ンうくりdLわわつい,多タ
め参げもい^τ

lひ'む μ`χラうけ丼かぅ

で」ダ写TO赫霊|;に

ら.2こ ん
｀
コし` シ`じ・

えました。平成もあと石暮葛π勇耳
日連の機関紙 みんなでおどろう に、日本の
フオークダンス(日 連の会員)人口の年齢構成
が記載されていました。60代が30%、 70代
が50%、 80代が15%、 60歳以下が50/oと

いう結果で、すごい頭でつかちの構成でした。
姫路の協会も同じようなものでしょうか ?。

80代が15%おられるということは、まだまだ
皆さん十分にできるということです。足腰が弱つ
た、膝が痛いとの声を聞きますが、準備運動
をしっかりして、体をいたわりながら今年も楽
しんで行きましょう。次の当面の目標は、バル
カンパーティですね。ひよこのメンバーも楽し
めますヨ。
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