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<今月・来月の例会> 姫路フォータダンス協会の会報 蛉

①■三二塁塁旦」邸そ向き ② どんぐり_仏曜日)チェーンダンス

11/05 ☆  会場 イーグレアリーナA
/12 ☆  時間 12:45-14:45
/19 ☆  スタッフ 立岩、他
/26 ☆
/      <10月 コール曲>

12/03 ☆  オーストラリアンスイングワルツ

/10 ☆  エツエツ

μ

11/05 休み  会場 イーグレアリーナA
/12 ☆   時間 10:00-12:Oo
/19 休み  スタッフ 井上、他
/26 ☆

/
12/03 休み   <10月 コール曲>
/10☆  ディヴレヴォ

/17 休み クリヴァタ

/24 ☆  チェルケスコ

/31 休み

③
一
11/01 ☆   会場 イーグレアリーナA
/08 ☆   時間 09:45-1145
/15 ☆    スタッフ 岡本、他
/22 ☆
/29      <10月 コール曲>

12/06 ☆  タミー、ネバーオンサンデー

/13 ☆  スキャッタープロムナード
/20 ☆  ジョクルボルニチェセイ
/27 休み クンテクデウリツァ、ヘイヨヤ
/     白い恋人たち、リンボーロック

④
一

ピーチ (火曜 日)カ ップルダンス

11/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 休み  時間 1000-12Ю 0

/19 ☆    スタッフ 浮辺、他

/26 休み

/      <10月 コール曲>
12/03 ☆  ルンバリハン

/10 休み 踊ろうボサノバ

/17 ☆  レッツミコールユースィー ト)ヽ ―ト
/24 休み

/31 休み

11/07 ☆   会場 イーグレアリーナA
/14 ☆    時間 09:45-11:45
/21 ☆    スタッフ 車田、他
/28 ☆
/

11寃
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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ソふimeii‐ fd‐kyokai。la.c00can.jp/

E‐ma■ himai‐ fd‐lcyokaioniftycom
〒671‐ 1252 姫路市網千区垣内東町125-3
理事長  古谷 勉 ■弛&FAX  o79‐ 272‐ 5230

E‐mail htani.tsutomく cr面呼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)
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予定の らせ

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J

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

011月 17日 (日 )ポーランドダンス講習会
会場 :兵庫県立総合体育館
講師 :今井秀樹口裕美御夫婦
問合せ :村上さん

012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

012月 7、 8日 (上、日)ヤニスさん講習会 in滋賀
会場 :大津市勤労者福祉センター、ベラビスタ膳所
問合せ :笹倉さん

012月 22日 (日 )スパルタスロンハイライトレビューパ

会場 :兵庫県立総合体育館
問合せ :村上さん

12月 25日 (水 )クリスマスパーティー in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・食べ・飲み・放題のパーティー
参加費 :無料

12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ィー
会場 :大阪府立体育館
問合せ :濱田さん

02020年 1月 12、 13日 (日 、月)新春バルカンフェスタ
会場 ;滋賀県希望ヶ丘文化公園
問合せ :米谷さん

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 (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

私とフォークダンス

高校卒業後、家の近所の大手の造船所に勤

務して驚いたのが、勤務時間の短さと休暇

の多い事。

これ幸いとお稽古事多数、旅行、社交ダンス

と遊び三味の良い時代でしたね。誘われて |

神戸YMCAフ ォークダンスに入会。

ハンボに夢中となり、ロシア、メキシコ、ド

イツのカップル曲が主流でシングルは余り

良い曲が無い頃でしたが、各地の YMCAのパ

ーティーにも遠征 し、夜 も寝ないで踊つて

いましたね。

若い会員ばか りですか ら、結婚ヘ ゴールイ

ンは自然で、私 も見た 日で選んでゴールイ

ンしましたが、まあ良く続いてもう直ぐ

51年です。上の娘がフラメンコ、息子の嫁

はベ リ∵ダンス、下の娘は FDと 色 とりど

り、親戚中、社交ダンスも入れ 15人も踊つ

ています。みんな夫婦仲が良い様です。

3人の子育て、美容院開業で超忙 しの毎 日

も過ぎ、大好きだつた海外旅行 も終了。

今は花や野菜の庭仕事 と読書三味生活 とな

りました。

そ してもう少 し、踊つて行 きたい と思って

います。
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