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2019年 6月 391号

<今月・来月の例会> 夕臣路フォータダンス協会の会報

①ひよこ (火曜日)初級向き

06/04 ☆  会場 イーグレアリーナA
/11 ☆  時間 12:45 14:45
/18 ☆  スタッフ 立岩、他
/25 ☆ ｀

/     <5月 コール曲>
07/02 ☆  レッツミコールユースィートハ~ト

/09 ☆  チャイジベデ
/16 ☆  モスクロッサー

/23 ☆  シルタキ “ソングオブナイト"

/30 ☆

② どんぐり (火曜日)チェーンダンス

会場 イーグレアリーナA06//04 休み
日寺間 10:00-12:00/11 ☆

スタッフ 井上、他/18 休み
/25 ☆

/
<5月 コール曲>07/02 休み

ブルウデパ トレチェレディンカラ/o9 ☆

ンセベ シュ/16 休み
/23 ☆

/30 休み

③
一 *6月 21日 からぴよびよ例会に変わります

06/07 ☆   会場 イーグレアリーナA
/14 ☆   時間 09:45-1145
/21 ☆     スタッフ 古阪、他
/28 ☆
/       <5月 コール曲>

07/05 ☆  アトバーニー、ェーデルワイス

/12 ☆  ブラプチェト
/19 ☆  ヴァルスドゥラミツィエ

/26 ☆
/

④ 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 10:00-12:00
スタッフ 浮辺、他

<5月 コール曲>
07/02 ☆  レッド・カーペット・ヮルツ

/09 休み エリザベスカドリール

/16 ☆  天国と地獄カドリール

/23 休み

/30 ☆

06//04

///11

/18
/25
/

☆
麻
☆
物

06/06 ☆    会場 イーグレアリーナA
/13 ☆    時間 09:45-11:45
/20☆      スタッフ 車田、他
/27 ☆               '
/

07/04 ☆   <5月 コール曲>
/11 ☆  ホラペバタイエデラブラネシティ
/18 ☆  ホラペサルタテディンヴィコヴデスス

/25 ☆  ブルウデパトレチェレディンカラン

/    セベシュ、ハイデギュデムハイデ

⑤
一 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  httpソ凡imai‐ fd‐k570kai.la.cOocan.jp/

E―ma■ himai‐ fd‐、ァokaonitycom
〒671‐ 1252 姫路市網干区垣内東町 125-3
理事長  古谷 勉 TEL&FAX  o79‐ 272‐5230

E‐ma■ furutani.tsutomu@山 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 編集長 :古谷景子

E‐ Ina■  furutani.keよ αoni■y.cOIn

HP  httpソ/hrutani.la.coOcan.jp/



予定のお知らせ

06月 23日 (日 )じゃがいもパーティー
会場 :ネ申戸市立御影公会堂
時間 :9:30～

問合せ :山下さん

06月 23日 (日 )KOLOパ ーティー
会場 :京都市東部文化会館
時間 :9:30～ 16:30

問合せ :松村さん

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

10月 29日 (火)救急救命講習会 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～

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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●印口ttD金掘踊約燿購着

姫路フォークダンス協会理事会のお知 らせ

5月 21日 (火 )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、 2018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、 2019年度の行事予定、及び予算審議があり、

それぞれ承認されました。

2019年 度の活動予定は3月 号でお知らせ しま

したが、以下の一部追加・変更・注意があります。

① 9月 8日 (日 )の フォークダンス市民大会です

が講師は石坂さんで 7月 1日 (月 )か ら参加申

込の受付を開始します。全国的に著名な方です

ぐに満員締め切 りとなる可能性がありますの

で是非参加 されたい方は早い目の申込を強く

勧めます。担当 :ひよこ例会

② 12月 のクリスマスフオークダンスパーティ

ーですが、今年度は姫路労働会館で、踊りと飲

み 。食べ放題 (各 自で持参)で 12月 25日 実

施を予定しています。担当 :ぴよぴよ例会

③ 12月 5日 (木)にヤニスさん (ギ リシャ)の

講習会を午後、1パー ト行います。担当 :どん

ぐり例会

④若い人のフォークダンスヘの参加奨励のため、

50歳以下の方の例会参カロ費は300円 (会

員)、 500円 (会員外)と 安くします。それ以

外の年齢の方は従来通りとします。(5月 23
日から実施)

3、 募集 以下の姫路市体育協会関連行事の参カロ者を

順次募集しますのでよろしくお願いします。

① 10月 14日 (祝・月)のスポーツ祭の手柄陸

上競技場の行進参力日者 約 30名 担当 :ピー

チ例会

② 2月 23日 (日 )(予定)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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ひよこ例会
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