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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

①ひよこ (火曜日)初級向き

12/03 ☆  会場 イーグレアリーナA
/10 ☆  時間 12:45-14:45
/17 ☆  スタッフ 立岩、他

/24 ☆
/31 休み    <11月 コール曲>

01/07 ☆  ツヴェテニテ。オチ

/14 ☆  ネバーオンサンデー

/21 ☆  ワルツベル

/28☆  ティコティコ

/

② どんぐり (火曜日)チェーンダンス

12/03 ☆  会場 イーグレアリーナA
/1o ☆   時間 10ЮO-12Ю 0

/17 ☆  スタッフ 井上、他

/24 ☆

/31 休み
01/07 休み  <11月 コール曲>
/14 ☆

/22 休み ショクデアウシ

/28 ☆

/

ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

12/03 ☆   会場 イーグレアリーナA
/10 休み  時間 10ЮO-12Ю 0

/17 ☆   スタッフ 浮辺、

/24 休み

/31 休み   <11月 コール

01/07 ☆  カッコーワルツ

/14 体み コボレツル

/22 ☆

/28 休み

/

③ぴよぴよ (金曜日)初級向き

12/06 ☆   会場 イーグレアリーナA
/13 ☆   時間 0945-11:45
/20 ☆    スタッフ 岡本、他
/27 休み
/       <11月 コール曲>    .

01/03 休み フリオタンゴ、エチミアジン

/10 ☆  スイート・ハート・ワルツ

/17 ☆  ホラヴェケ、ショート・ケーキ

/24 ☆  ビンゴ。ワルツ、       _
/31 ☆  レッツミコールユースィートハ~ト

ダンシングインザストリート

作成・発行 姫路フォークダフヌ協会
政臣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  httptthimai‐ fd‐bzokai.la.coOcan.jp/

E‐ma■ himeii‐ fd‐kyd面@niftycom
〒67■‐1252 姫路市網千区垣内東町125-3
理事長  古谷 勉 TEL&Eほ  079-272‐ 5230

E―ma」 flu・utad tsutomo熱、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‐ ma■ furutani.keよonJblCOm
HP  httpソ/hrutal■ i.lacoocan.jp/

ころころ (木曜 日)初・中級向き

12/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 ☆    時間 09:45-11:45
/19☆     スタッフ 車田、他
/26 休み
/

01/02 休み  <11月 コール曲>
/o9 ☆  ククネシュコ

/16 ☆  ミミノ

/23 ☆  アケルツカバルト

/30 ☆



らせ

12月 1日 (日 )大阪Yパーティー
会場 :大阪市立浪速区民センター
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 (土、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

12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 22日 (日 )嵯峨野クリスマスパーティー
会場 :東山いきいき市民活動センター
問合せ :浜田さん

◎ 12月 25日 (水)クリスマスパーテイー 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

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ィ
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

02020年 2月 29～ 1日 (上 、日)ジェリコ講習会 in滋
会場 :滋賀県立スポーツ会館・アスニー山科
問合せ :笹倉さん

02020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

◎ 2020年 4月 23日 (木)ベンツイさん講習会 in

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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趣味 その4秋 の味覚② ムベとアケビ
ムベの収穫 我が家の秋の恒例行事です
ムペ 食べられます、種の周りに付いている
透明でゼリー状のものが甘く美味しいです

*子供(4～ 6年生)の頃、秋になると友達
4、 5人で前年の記憶をたどつて山に入り
探し回るも、ムベは見つからず、代わりに
アケビを見つけ「ま、いいか」と持ち帰り
友達に自慢げに見せていた記憶があります。
ムベを採つて帰つた時はアケビの時よりも
更に自慢した記憶もあります。
尚、採つた場所は友達同士の秘密でした

*太子町の近辺でムベが自生している場所は
たつの市と相生市の市境付近。自然薯掘りで
あちこちの山を歩き回つたがここだけでした

*秋の実りの時は野鳥と競争でついばまれる
前に妻と一緒に採りに行きます。実は熟れると
赤紫になるので緑の葉の中では簡単に見つ

けることができますが、ムベはツルを木の
上へ上へと伸ばし絡まり、てつぺん付近で
実をつけます。70歳すぎのおじさんが
木のてつぺん付近の熟れた実を採るため、
3～5m木に登り、更に手を伸ばして採るのは
かなりの無理と危険があります。収穫の
ための、それなりの道具 (釣り用5m超の
タモの網の部分を改良したもの)を用意し
出かけます。さて、生えている場所ですが
蛇行した国道の横でガードレールの外側は
結構な崖になっており。車の走行と足元に
注意を払いながらながら、実の位置を確認し
5m超の竿を操りながら収穫は楽しいですよ

アケビ食べられます、種の周りに付いてい
ゼリー状のものが甘くて美味しいのですが

美味しさをムベとアケビをと比べるとムベの
方がやや勝ります(私的感想)、 ので
アケビが自生している場所は知っていますが
特に採りに行こうとは思つていません。
*アケビの自生場所 自宅近所の立岡山です。

*ムベとアケビの違い
ムベ:アケビ科ムベ属 ツル性の

熟しても実は割れません。
ツル性で常緑であるため生垣にすると
葉、花、実が季節ごとに楽しめます

アケビ:アケビ科アケビ属 ツル性の
熟すと実が組に割れます
ツルを利用しかご作りが楽しめます。

*おまけ:ヤフーでムベを検索
「不老不死の実Jなど面白い内容があります
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どんぐり例会

ん坂さルの

ひよこ例会

カレンダーが薄くなって最後の1枚になりま
した。もはや12月 。薄くなつていくのは、な
んでも寂しいものです。サイフのなかみ、頭

髪等々。厚くなっていく体の一部眺めながら
"ひよこ例会"で練習した曲を思い出そうと

するが、なかなかスッと出てこず今年度も、
この程度であつたかと反省。

最後の一枚をめくれば、次は令和2年だ !

楽しい楽しいクリスマスパーティが無事に終

了してから来年度の事を考えましょう。

クリスマスパーティまでにゆっくりとパーティ
曲を練習して頑張ろう。楽しみましょう!

みんなで盛り上げましょう。

刻_7実 くはりまし
'ル

t'こ 匂``Fπ予
θ毎ヽヽヽりもぁりヽ このリャうどはりま(役

れら`か夕pちドカ′iレぅ気づいマ
ヽ`8可 、4レ スヽテソフ́やがあり
7_― 湯 ぃ 1_l=、 、 _hっ f    _…  ."
孝多崎わcヒ 博がら諫豫)z lle可 _をだ
す移ン`して・4■んありま7υ
クリズ7ス /、

セラー(=aノ I↑ 7、 /ヽ
牲う´

鰊 鮨」与F「界レ

ぴよびよ例会

秋つて
"澪

/'やインイラボボムあり。何や

がやと1七 レくバフパフレてヽる`ウうに入ρ」イ寸く
としクすぐ/2月 ぞした。/2月 と孝えlゴワ:|ス
とラフ

'｀

/∠ Д(し た。/4月 こシん`イ/′ /｀

マスパ テ́イーKtlす F.びよびよイテ|が、でしパ フ́
イーl(4″ るヽ商2当 日l・ /1助 ぞυ夕く彰祥メ

;〔
f≠ftllifう

'絲

勿ゾ微∬ぎ線
・て

電l礼ちЪl,第1蕩ぶ
・
山がダご

曖膚,レ 0｀ て`"り 7エ ストレて千ごヽ1'.

夕ヽく↑つてき手レたバ″簿く珀l)手レ↓ク4

ころころ例会

こうこうイ||か ゼヽ
llよ

ルスルの講者ん 久
留とア

:|スマスパ′フ́ で杉レろ`ψのフ́ウ

そ2レ てヽ ]`巧た
アつとスいで.丁 ′t誦 ろlじ l・丁灰みヽ 'てリ
そ.

7:ドマ外パブイ́にひアてこうこうて":手

口,珀つてヽ'Tヽ ミヽクサータ幻つたリレてヽ
:

多丁よ・パづインに示ムのψ2踊りたヽ力1

dろ さうに解ブレに ジヽレて下ン 4′

カイそうレてヽ'エア

編集後記

力ψ力/疼いで
～:`■マ7手マ患卜、ヾん、

わ
～
″ し)1(゛ ぉェロくん.

ルヵ″′■涎I曰 血ブC.

ウビとでが脅ブ
｀
り予げ

｀
クヽり並べてお2t lJぅ がヽ

び、1. 、
`奪

オリいイ′イゲ′J千 `ノ
.,、
2F 丸フスフ、す?

づしらにて́泣月2∫ 日の×n、・ F」 ム)「/1(生イカモ

´`ラ1か1て 増〔(移バし.

、 リス移みV9峙 |.昇ィ)ギ′佑―稲F

 ヽtD(√う
'a。

 2(■(ハ∠でう∫と
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