
0月 395号

<今月・来月の例会> 女臣路フォータダンス協会の会報

2019年 1

①

10/01 ☆  会場 イーグレアリーナA
/08 ☆    日寺FH9 12:45-14:45
/15 ☆  スタッフ 立岩、他
/22 ☆
/29 ☆      <9月 コール曲>

11/05 ☆  マニャボイエリャスカ
/12 ☆  リアーズワルツ

/19 ☆  マナストゥル

/26 ☆
/

② どんぐり (火曜日) チェーンダンス

10/01 休み  会場 イーグレアリーナA
/08 ☆   時間 10ЮO-12Ю0

/15 休み  スタッフ 井上、他
/22 ☆

/29休 み
11/05 休み   <9月 コール曲>
/12 ☆  ドィディドイディリベレ

/19 休み ナッヒールメハダッシュ

/26 ☆

/

10/04☆   会場 イーグレアリーナA
/11 ☆   時間 0945-1145
/18 ☆    スタッフ 岡本、他
/25 ☆

/      <9月 コール由>
11/01 ☆  ホラフェテ ール
/08 ☆  アメージンググレイス

/15☆  ハイファイブ
/22 ☆  アラバマジュビリーミクサー

/29 ☆

④ ピーチ (火曜日) カップルダンス

10/01 ☆  会場 イーグレアリーナA
/08 休み  時間 10:00-12:00
/15 ☆    スタッフ 浮辺、他
/22 休み
/29 休み    <9月 コー

11/05 ☆  ザツィターマン
/12 休み ラクンパルシータ
/19 ☆

/26 休み
/

Ω二ろころ (木曜 日)初・中級向き

10/03 ☆   会場 イーグレアリーナA
/10 ☆    時間 09:45-11:45
/17☆     スタッフ 車田、他
/24 ☆
/31 ☆

11/07 ☆   <9月 コール曲>
/14 ☆  カルシュベリメゼレ

/21 ☆  ェッェッ
/28 ☆  フィリポフスコ

/

作成 0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

I―EP  httpγttmai‐ fd‐kyokai.la.∞ocan.jp/

E‐ma■  himeii‐ fd‐kyOkaoniftycom
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E‐ma■ 缶 utani.tsutomu@熱、COm
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らせ

10月 12～ 14日 (土～月)大阪Yキャンプ
会場 :滋賀県マキノ みくに館
問合せ :ニアピンさん

10月 14日 (月 日祝)姫路市スポーツ祭
会場 :姫路市立陸上競技場
行進参加

10月 19～ 20日 (土～日)先崎氏講習会
会場 :大津市 民宿のらねこ軒
問合せ :山形さん

10月 29日 (火)救急講習会 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～

010月 31日 (木)クリスチャンさん講習会 in兵庫県
会場 :ネ申戸市立王子スポーツセンター体育館
主催 :兵庫県フォークダンス連盟

011月 1.日 (金)ポーランド国立民族合唱舞踊団公演
「シロンスク」

会場 :兵庫県立芸術文化センターKOBELCO
その他 :近くでは倉敷市民会館

主催 :民音

12月 1日 (日 )大阪Yパーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ :ニアピンさん

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

12月 25日 (水 )クリスマスパーテイー :n姫路
会場 :兵庫県立姫路労働会館 多目的ホール
主催 :姫路フォークダンス協会
内容 :踊り・食ベロ飲み口放題のパーティー

012月 28日 (土)ちょこっトライアスロン 2019
会場 :大阪市立此花区民ホール
内容 :オールリクエストパーティー

02020年 1月 11日 (土)大阪ミセスニューイヤーパーテイー

会場 :大阪府立体育館
問合せ :濱田さん

02020年 2月 23日 (日 )姫路城マラソン
ボランティアで参加者

2020年 3月 8日 ホロパーティー
会場 :和歌山河西コミュニティーセンター

問合せ :平田さん
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ころころコール予定曲2019.09～

9月 19日
Ec Ec
エツ・エツ

9月 26日
FilipovSk0
フィリポフス理

10月 3日
Tsuvetenite OChi
ッヴェテニテ・オチ _

10月 10日
PanicherevSk0
ノくニチエレフスコ__

10月 17日
Melnishk0
メルニシユ璽

10月 24日
Donya Donya
ドウンヤ・柱区∠ヱ

10月 31日
XeslrtOS
クセシルトス

11月 7日
Kukuneshk0
ククネシュコ

14日 日

11月 21日
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初心者教室が終わり早3ヶ 月

個性派揃いのスタッフのたまごっちが

いましたが それなりに          |
落ち着いてきたかな?          |
新人さんは何度も何度も丁寧に       |
コールしてほしいでしようし        1
大先輩方は 次々と沢山踊りたい

でしょう スタッフの皆さん 苦心され   |
工夫されている 様子で楽しみです

何は ともあれ踊れな くては

楽 しくあ りません。

基礎ステップも一つずつ正確に

順番も少 しずつ おぼえて

今 日は いっぱい踊れて楽 しかった

と思える様に なりたいです。
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ひよこコール予定曲2019.10-12

H・ 日

10月 1日

リン不一 ロロツ7
Limbo ROck
ブラプチエト
Vranceto

10月 8日
オーストラリアンロスイングロワルツ

Australian Swing Waltz

10月 15日
エツロエツ

Ec Ec

10月 22日
シルンロアフチーク

Sirun Aghchook

10月 29日

シヨクル・ホルニチエセイ

Jocul Vornicesei
エチミアジン

EchIIlladzln

11月 5日 復習 日(re宙ew)

11月 12日

ツワエアニアロオテ

Tsuvetenite Ochi

ネバーオンサンデー
Novor on Sundav

11月 19日
ワルツベル

Vヽaltz Bells

11月 26日
アイコアイコ

Tico Tico

12月 3日
7フツト・tロ ヘ リ

Grad Se Beli

12月 10日
ザロメリー ロクリスマスロボルカ

The 1/1errv Christlllas Poika

12月 17日 こ習 日(re宙 ew)
12月 24日 バーティー
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ひよこ例会
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q日 の名」会は,長 いこと身体a自冒タ

伊黒漱 2わ M隻ξ誰島クリスマス′`
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より参
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人め参カロかリヮくにごやか稜合に感り
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新会員に|よ バテランの六々 の■1カ を

得 3だぶ 鴇響 だ″墓 み

ピーチ例会

今年の夏は大変。?重5Kg減、持病の再発でした |
薬増量で寛解(かんかい)します、?重 ?Kg戻るかな

|
*ラロクンパルシータ(ラウンドタ

・ンス):タンゴの名曲です
確実に覚え踊りたい曲の一つです。リズムに合せ、
演奏に酔つて曲に踊られるのがラウンドダンスかな?|

と思つています。パートナーと丁寧に踊られる、タンゴ|

ルンバ、ワルツ、チャチャ等の易しい曲を随時 _

ご指導お願いします。             |
*これからの時期、あちこちでパーティーがあります
ピーチで頑張つて練習し会場で上手な方と組めれば

楽しく踊れそうです。
*かつこうワルツを覚えたいですね。       |

ころころ例会

鑽 .榮び可々ん～。
まいらの不可マケら尽裂場者バ`7T_0デコ面・ん公し

ました。材rlll―帯哺ふ、景りt刊ご聟＼び可.

(121じ :る方́
'ル

叉協がヽ」ヒじうと_

彪多二ヽ2ミ スAへSは)つ川(1つ てぐら″に
'3の

マ

中一^） こセゴ書ィ桐誓ず19"

顆 写 [獅 嵐畷ζ」、肌l.

)ヒ
£うだざう̀斜 lμ況 がシリ

イ資イ2θたクヮil― バトラー.tケし夕ヽ 所ゴ_

毎 |ぎ アヽ臼り1竜
゛
バじ`画しびわヽ Tざ

―`


