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2020年 1月 398号

<今月・来 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 ② どんぐり (火曜日)チェーンダンス

01/07 ☆  会場 イーグレアリーナA
//14 法「    日寺尉] 12:4卜14:45
/21 ☆  スタッフ 立岩、他
/28 ☆
/       <12月 コール曲>

02/04 ☆  グラッドセベリ

/11 ☆  ザメリークリスマスポルカ

/18 ☆  テネシーワルツ

/25 ☆
/

01/07 休み  会場 イーグレアリーナA
/14 ☆   時間 10:00-12Ю0

/21 休み  スタッフ 井上、他
/28 ☆

/
02/04休み  <12月 コール曲>
/11 ☆

/18 休み ショロールアフチーク

/25 ☆  ブチミシュ

/

③
一
01/03 休み  会場 イーグレアリーナA
/10 ☆   時間 0945-1145
/17 ☆    スタッフ 岡本、他

/24 ☆

/31 ☆   <12月 コール曲>
02/07 ☆  ヒンキーディンキーパリブー

/14 ☆  ザメリークリスマスポルカ

/21休  ワルツベル

/28 ☆  ジングルベル

/

④
一

ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

01/07 ☆   会場 イーグレアリーナA
/14 休み  時間 10ЮO-12Ю0

/21 ☆    スタッフ 浮辺、他
/28 休み

/      <12月 コール曲>
02/04 ☆  パストラーレ

/11 休み ヴァルスフロンヴィノン

/18 ☆

/25 休み
/

01/02 休み  会場 イーグレアリーナA
/09 ☆    時間 09:45-11:45
/16☆     スタッフ 車田、他
/23 ☆
/30 ☆

02/06 ☆   <12月 コール曲>
/13 ☆  リャサ

/20 休み ホラフェテロール

/27 ☆  ジョクデゼストレ

/

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  http7島imeii‐ fd―kyokai.la.coocan.jp/

E‐ma■  himai~fd‐kyokaionittlcom
〒671‐ 1252 姫路市網干区垣内東町125-3
理事長  古谷 勉 TEL&FAX  079‐272‐5230

E‐ma■ butani.tsutomID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)

》  》祠



らせ

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

2020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
ポランティアで12名参加者

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ロアスニー山科
問合せ :笹倉さん

02o20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

4月 23日 (木)ベンツィさん講習会 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:10時～16時

◎ 9月 6日 (日 )板東さん講習会 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 :10時～15時

◎ 11月 26,27日 (木 、金)シュムリクさん講習会 in姫
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時～12時半

。人翼暮日(じチヽどんぐ,ひJこ 仔‖会)

今思 う事

今、自内障の検査をしています。

この事で、ずいぶん前の事を、思い出

して、とても不安に思っています。

40数年前にした日の手術の事を。

その時の心細く怖かつた事を。

思い出して心配になっています。

いきなり目の前に黒いスス (虫)の様

なものが飛び、次には、何と言うか、

まるで水中で、景色を見る様に周りが

見えてきました。

すごく不安になり、職場の近くの

眼科で、診察を受けると網膜剥離と言

われて。  えぇ えぇ

子供も小さくて、どうすればよいのか。

頭 まっしろ。  仕方なく

御医者様の言われる通りに、

翌日、紹介状と、入院の荷物を持って

大学病院へ、向かいました。着いた頃

には、右目の下半分は、土壁の様な

色に見えて、歩くのもこわかつたです。

44日 間の入院でした。、

30日 余りはベットの上で、寝たまま

肩に枕をして、、頭を下げて、光を遮断

し、まったく動けない、光の無い生活

でした。食事もトイレもお世話になり

ました。 (有難うございました。)

おかげで、失明せずに済みました。

視野は欠けていますが、

もちろん現在は 医学の進歩でもつと

短時間で治せると聞きます。

視力が弱いながらも、友人の勧めで

ホークダンスに出会つて、楽しく身体

と頭の体操に汗を流しています。

なかなか覚えられなくて困つてますが。

今後も、悪戦苦闘しながらも、

ホークダンスを長く楽しみたいと

願つています。n
どうぞよろしくお願いします。

TON

ロヤ衛κ ″ヽ
。外曜日( lら rう ク'|だき)

■〃

金`燿日(ピ Jて用‐
ク1会

れ颯■ガ

1月 4日 (土 )手f朝 早々 _えいヽャで巧バ
よろ|(あ燿曇Иk31

羽″ι１
　

，



傾恣勧
盤 タ`イユ|・

9′ l■ 着ノ々月泌ざ燿嗜諏ζヽ
しなだシのウ彫びず。

冷ンロ寡4サマ゙′多そ矛|よψ孝
ヒ勅 は.象旅の″日しなえ
てたげと1冷2い |よ 角かだl`T2｀

綺ゥ |ょ

りし、テ気ざぃり|「ム|夕
1・・

プガ″77゛ンスιとアツ.

孝たし省てrcレ .

方いt、 物ヽι゙ヮ|夕
°ヽ`
イ3しべたЍ
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同じ「ない」でも大違い

新聞は、毎朝丁寧に読む。スミからスミまで
よ応は目を通す。読んだ時はなるほどと思
つて納得して記憶しているつもりだが、何か
一つ用を行うともう頭の中から消えている。
それで|ま、読まないのと同じだとおいもなが
らグラダラと目を走らせている。

新聞の投稿欄をみて、目が「テン」に !

世の中には、素晴らしい人は、沢山いらつし
ゃいますが、これだけの事を実践されている
のかと感激しました。富田林市の主婦の方
の投稿です。

主人と共に、健康で高齢者のお世話をさせ
ていただくことに喜びと幸せを感じ、充実した
日々を過ごしています。私は年を取ることで
学んだ真実が一つあります。それは、人が
後悔するのは、自分のしたことについてでは
なく、しなかったことについてであるということ
である。
悔いない若々しい人生を送るために、私は「
ないないずくし」を自分の座右の銘にしてい
ます。
愚痴ない、責めない、怒らない、不足いわな
い、むさばらない、迷惑かけない、損させな
い、意地をはらない、こだわらない、決して人
をさげすまない、かといって卑屈になりたくな
い、ひがまない、常に礼節失わない、正直で
―途でうそ付かない、人に親切惜しまなしヽ、
いつもほほ笑み絶やさない、一生学問怠ら
ない、これで時代におくれない、報恩感謝を
忘れない、健康第一つつがない、以上、生
涯悔いはない。

なかなか私にまねでき「ない」ことだ。
それに比して、私の「ない」は
金ない、知恵ない、体力ない、他人の意見
きかない、何にもやる気がしない、何もやり
たくない、いつまでたっても進歩が無い、自
分の汚点を探せばきりがない、これじゃ本
当に「どうしようもない」、あ"～あ"
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‖ ・ 日 曲 名

1月 10日 東京ポルカ
1月 17日 ハジステルイオス
1月 24日 ラヽロマレ

1月 31日 :蕉布
2月 7日 復習

2月 14日
ホットタイム・ミクサー
シルン・アフチーク

2月 28日 ベケットロリール
3月 6日 アレキサンドロフス
3月 13日 ミヤ・マルーザ
3月 20日 デ・クンタト
3月 27日 復習
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秋の散策

気の合 う友人と明石方面へ散策へ出掛けました。

紅葉 しているハナミズキの散歩道を歩き「兵庫県

立考古博物館」へ。目的は『埴輪の世界特別展』。

全国各地から見つかつた埴輪から人類が持つ死

生観について考えさせられました。

そして次の目的地は「明石天文科学館」。

プラネタリウムでは心地よい説明さんの声を聞

きながら束の間の休息へ。いつの間にか二人とも

ぐつすりと眠つてしまっていました。

そして一番の楽しみと言えば食べ歩き。

最後の目的地は「明石魚の棚」。まずは定番の明

石焼きから始まり、タコ料理、お寿司とはしごを

楽しみました。ほろ酔い気分で帰宅し、万歩計を

確認すると何と18,000歩 ! !

よく歩きよく笑いよく食べた、とても楽しい一日

でした。2020年は関西歴史の旅へたくさん出掛

けたいと思います。

ひよこコール予定曲2020.1=

H・ 日 曲 名

1月 7日

ホラ・デ・ラロツエローー′ヽ

Hora de la Terova
スピンラドル

SIDinnradl

1月 14日
ホフ・テ・ムす・テ・ラロラステイ
Hora de l嘔ana de la Rast

1月 21日

4T一 エ ン トツ ー ス ア ツノ

Year End Two Step
コボレツル

Coboratul

1月 28日
ラストチーターズワルツ

Last Cheateris Waltz

2月 4日
ライター・ダンロエヤー

Lighter than Air
2月 11日 復習 日(review)

2月 18日

′ヽ ニ チ エレフス コ

Panlcherevsk0
トウルリー・トゥルリーロフエア
Trulv Trulv Fair

2月 25日
ジョクロデロゼストレ

Jocu de Zestre

3月 10日
シユーステイアン

Siusti'arn

3月 17日

リングマスルカ

Ring Mazrka
オド・イシャマ
0月

ヨ
VinhЯmA

3月 24日 復習 日(review)
3月 31日 公踊 り



大津会場にも土曜日だけ参加
/した。参加者が30名にも満たなかっ

｀

た。ヤニスは人気力くないのかなあ。姫路
40数名だからたいしたもんだと感Jbした。
それでも他の講習会に比べると少しすくないね

曲名が異なるのに、ステップカt同 じというものや
同じ曲で二通りの動きが、あったりと、なにかな
じめなかった。前回、前々回の曲もあったが気
力1つかなかった。それだけヤニスの曲をやつて
いないのだ。せっかく教えてもらっているのに。

リーダーの動作を教えてもらつたが、なかなか
思うようにいかなかつた。簡単のように見え
たが雰囲気をだすのは無理だつた。
ニスと一緒じゃないと楽しくない。
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ひよこ例会
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