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①ひよこ (火曜日)初級向き

02/04 ☆  会場 イーグレアリーナA
/′ 11 ☆   日寺間 12:45 14:45
/18 ☆  スタッフ 立岩、他

/25☆
/       <1月 コール山>

03/03 休み ホラデラツェローバ

/10 ☆  スピンラドル

/17 ☆  ホラデムナデララスティ

/24 ☆  イヤーエンドツーステップ

/31 ☆  コボレツル

ラストチーターズワルツ

どんぐり (火曜 日)チェーンダンス

02/04 休み  会場 イーグレアリーナA
/11 ☆   時間 10:00-12:00
/18 休み  スタッフ 井上、他
/24 ☆

/
03/03休み  <1月 コール曲>
/10 ☆

/17 休み エルハマイム

/24 ☆  マルタカン

/31 休み

③ぴよびよ (金曜日)初級向き

02/07 ☆   会場 イーグレアリーナA
/14 ☆   時間 09:45-11:45
/21 休み   スタッフ 岡本、他

/28 ☆

/       <1月 コール曲>
03/06 ☆  トウキヨウポルカ

/13 ☆  ハジステルイオス

/20 ☆  ホラマレ

/27 ☆  芭蕉布

/

④ ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

会場 イーグレアリーナA02//04 ☆

時間 10:00-12:00/11 休み

浮辺、他スタッフ/18 ☆

/24休 み

<1月 コール曲>/
03/03 休み ポルカルベルスカ

/10 休み ドイチェバルツァー

/17 ☆  マス
゛
励アウスサンクトローレンツェン

/24休み

/31 ☆

<今月・来月の例会> 姫路フォータダンス協会の会報

Ωころころ (木曜日)初・中級向き
作成・発行 姫路フォークダンス
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/
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/
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会場 イーグレアリーナA
時間 09:45-11:45

スタッフ 車田、他

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/hmai‐ fd‐kyOkai.la.coocan.jp/

E‐m
ail himtti‐ fd‐kyokaOヽ、com
〒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‐mail hta五 .tsutom預勿面呼∞m
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.keik∝ 力」収COm
― o

<1月 コール曲>
ホラフェメイロール

メ トフェフェ  ｀
″

／

ヽ
。

/

0  
。

O

HP ://furutani.la,coocan.i 祠



の らせ

2020年 2月 23日 (日 )姫路城マラソン
ボランティアで12名参加者

02020年 2月 29～ 1日 (上、日)ジェリコ講習会
会場 :滋賀県車スポーツ会館・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

04月 4日 (土)タンポポパーティー
会場 :大阪市立淀川区民センター
問合せ :前田さん

◎ 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

04月 25、 26日 (上、日)ベンツイ講習会 in滋賀
会場 :大津市民文化会館 京ヽ都市東部文化会館
問合せ :笹倉さん

◎ 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

09月 19～ 21日 (土～月)大阪Yキャンプ
会場 :滋賀県マキノ
問合せ1ニアピンさん

◎ 11月 26,27日 (木、金)シュムリクさん講習会 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・10時～12時半
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ひよこ例会
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