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会場 イーグレアリーナA
H寺間  12:45-]_4:45
スタッフ 立岩、他

<4月 コール曲>
ロマヌルデラボリンティン

タイニ‐一バブルスポルカ

ショー トケー・キ、マウン トヒルス

レッツミーコ‐ル L― スヽィー トハ~ト

ハラヴォー ド、ダネッツイルカ

会場 イーグレアリーナA
日寺間 09:45-11:45

スタッフ 車田、他

④
一

ピーチ (火曜 日)カ ップルダンス

05//07 ☆

/14 体み

/2]☆
/28 休み

/
06//04 ☆

/11 イ木み

/18 ☆

/25 休み

/

会場 イーグレアリーナA
Httl「l1 10:00-― ]2:00

スタッフ 浮辺、他̀

く4月 コール山>
デ ミタスマンボⅡI

メルカーードデルノくソ

Ω ころころ (木日程日)初・中級向き
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

HP  http7/himeji― fd‐kyOkai.la.coocan.jp/

E‐ma■  himeji‐ fd‐kyokai@nittycom
〒671‐ 1252 姫路市網干区垣内東町 125-3
理事長  古谷 勉 TEL&]IX  079‐272-5230

E‐ma■ furutai tsutomu@nttycom
会報 「ぶ―ふ― う―J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 編集長 :古谷景子

E―ma■ furutani.keiko由.COm

i   HP   http:〃 furutani.la.coocan.jp/

今月・来月の例会> 夕臣路フォークダンス協会の会報

① ひよこ (火曜日)初級向き

05//07

/14
/21
/28
/

06///04

/1]
/18
/25
/

05//02 ☆

/09 ☆
/16 ☆
/23 ☆
/30 ☆

06//06 ☆

/13 ☆
/20 ☆

/27 ☆
/

<4月 コール曲>
アジャラ・クズ 。オ

マナス トゥル

ミルジャン
エルメニノくイラ

② どんぐり (火曜日)チェーンダンス

05//07

/14
/21
/28
/

06/04
/1]
/18
///25

/

体み

☆ 口寺問

休み

☆

会場 イーグ レア リーナA
10:00--12:()0

スタッフ リ+L、 他

<4月 コ‐一ル山>
カラバン

ハギガベイスラエル

③初心者教室 (金曜日)初級向き

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

/24 ☆

/31 ☆   <4月 コール曲>
06/07 ☆  ホラディンネルジャ、ブフチャンスコ

/14 ☆  クマノフスコオロ、ネダグリブネ

/21 ☆  おおスザンナ、レスノト

/28 ☆  ドントルックグッドネイキ、ビ‐カ

/     ドヴァスティトリスティ、ヒネマ トフ

タントヘッシー、ラバストリングなど
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らせ

5月 1日 (水・祝)Ercumentさん講習会 in KVK
トルコ・カフカスの踊りの講習会
会場 :京都大学学生集会場
時間 :10:00～ 16:00(昼休憩あり)

問合せ :安本さん

05月 2日 (木)バルカン交流会
時間 10:40～ 16:20

会場 :京都 東山いきいき活動市民センター
問合せ :森内さん

05月 5日 (日 )姫路バルカンSRCE例会
会場 :イーグレ姫路
内容 :Sil宙 a講習会の復習など
時間 :10:00～ 16:00

問合せ :K子

05月 5日 (日 )ロンド フォークダンスの集い
会場 :旧なみはやドーム
時間 :9:30～ 15:15

問合せ :近藤さん

05月 12日 (日 )県民フォークダンスの集い
会場 :明石勤労福社会館
時間 :12:05～ 15:00

主催 :兵庫県連

05月 19日 (日 )リープパーティー :n和歌山
会場 :河西コミュニティセンター
時間 :09:30～ 15:30

問合せ :平田さん

05月 26日 (日 )お BONだいぶ前パーティー
時間 :9:25～ 16:30

会場 :大阪市立天王寺区民センター
問合せ :竹山さん

05月 26日 (日 )FD巡回講習会
会場 :兵庫県立文化体育館
時間 :10:00～ 15:30
主催 :兵庫県連

◎ 9月 8日 (日 )石坂さん講習会 in姫路
内容 :ブルガリアのFD
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

◎ 12月 5日 (木)ヤニスさん講習会 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 :13時～16時
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免許証の高齢者講習 とは ? (理 事長)

70歳 を超えると運転免許証更新の前に高齢者講習な

るものを受けることになります。今回の更新で、めでた

く?該当する年となったので受けてきました。

2段階に分かれていて 75歳を超えると認知機能検査

が追加されます。

この講習は指定された自動車教習所で受ける必要があ

ります。多数の人が押しかけているようで、通知はがき

が来ればすぐ講習の予約をしましょう。

私の場合、2月 に電話 したのですが…講習は 4月 しか

取れませんでした。後で聞くと予約の取れない人が、遠

方では神戸からでも来る場合があるとか。

とにかく早い目の予約がよろしいようで・・・・。

私は当日、自転車で昔通つた自動車教習所へ。

交通安全のビデオを見て、その後、自動車で実技。

1人ずつ乗り構内を一周、クランクや S字カーブ、昔は

苦労したのですが、今ではスイスイと。練習中の車もい

るのですが・… モタモタとなかなか進まなくて、途中

で停止して待つつていました。 (^_)―☆

そして日の検査。視野の広さと明暗のチェック。視力検

査は警察でするので、ここではなし。

そ して、水を撒いて滑 り易 くした路面で急ブ レーキを 1

掛けて車が滑る運転を教官が実演。         1
ここまでで約 2時間弱。

教官の話では、これまで 100歳を超える人が 3名 、こ

の講習を受けに来たとか。

田舎ですから・・・車がないとねぇ、と同情 ?し ました。

さて、75歳を超えると受ける認知機能検査。

警察庁のホームページに詳細が出ているので、興味の

ある方は見てください。 (私は受けていませんので)

検査は次の 3項 目で、約 30分かかります。

1、 検査時における年月 日、曜 日及び時間を回答します。

2、 一定のイラス トを記憶し、採点には関係 しない課題

を行った後、記憶しているイラス トをヒン トなしに回

答 し、さらにヒントをもとに回答 します。

3、 時計の文字盤を描き、さらに、その文字盤に指定さ

れた時刻を表す針を描きます。

検査の結果、総合点が 76点以上は問題ありませんが、

それ以下の場合、その点数によつては長時間の高齢者

講習の受講、適正検査、医師の診断書の提出が必要にな

ります。もし認知症の診断を受けた場合、聴聞を経て、

免許の取消・停止となります。たいへんだ一一― :!
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1億円の宝くじに当たったら

したいこと ベスト3 氏名 :古谷

1億円の宝 くじに当たつたら

したいこと ベスト3 氏名:人 お
自宅のリフォーム 経費 1000万 円

1階にLDKを作る

1階にベッドルーム兼 PC部屋を作る

その他、バリアフリー化

飛鳥で世界一周  経費 3000万 円

最上級グレー ドの船室

寄港先の観光などにも行く

セコムの有料老人ホームに 経費 5000万 円

80歳 を超えて生きていたら入所

残 りの 1千万円で 10年間美味しい物を食べる
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