
020年 3月 400号

<今月 0来月の例会> 姫路フォータダンス
・
協会の会報

② どんぐり (火曜日)チェーンダンス

03/03 休み  会場 イーグレアリーナA
/10 ☆   時間 10:00-12:00
/17 休み  スタッフ 井上、他
/24 ☆

/31 休み

04/07 休み  <2月 コール曲>
/13 ☆

/21 休み ダンスルスポイトリロール

/28 ☆

/

①ひよこ
*4月 から初心者教室開講

03/03 休み 会場 イーグレアリーナA
/1o ☆  時間 12:45-14:45
/17 ☆  スタッフ 立岩、他

/24 ☆
/31 ☆     <2月 コール曲>

04/07 ☆  ジェクデゼストレ

/13 ☆  ライターダンエヤー

/21 ☆  パニチェレフスコ

/28 ☆  トゥルリートゥルリーフェア

/

ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

03/03 休み  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、他
/24休み

/31 ☆      <2月 コール曲>
04/07 ☆  芸術家の生涯

/13 休み レッドアンドオールレッド

/21 ☆
/28 休み

/

会場 イーグレアリーナA
時間 09:45-11:45

スタッフ 岡本、他

<2月 コール曲>
ホットタイムミクサー

シルンアフチーク
ベケットリール

Ωぴよびよ (金曜日)初級向き

03/06 ☆

/13 ☆

/20 ☆
/27 ☆
/

04/03休み
/10 ☆
/17 ☆
/24 ☆
/

⑥ ころころ (木曜日)初・中級向き

03/05 ☆    会場 イーグレアリーナA
/12 ☆    時間 0945-11:45
/19☆     スタッフ 車田、他

/26 ☆
/

04/02 ☆   <2月 コール曲>
/09 ☆  ブルタメア

/16☆  ホラムグルムグレル

/23 講習 パンデラシュルデラナボダリ

/30 ☆

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月 himtti‐ fd‐kyokai.la.coocan.jp/

E‐m
all himai‐ fd¨kyOkaiO油助み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 fu■・utani.tsutom甕 ⊃熱 、∞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)
――^  ヽ ・―′̀ 一   一―一

            回重ヨ蹴日

祠



行 予定のお

02020年 3月 8日 (日 )ホロパーテイー
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
*中止となりました*

4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 (土 、日)ベンツィ講習会 in滋賀
会場 :大津市民文化会館・京都市東部文化会館
問合せ :笹倉さん

5月 10日 (日 )FDサークルロンド FDのつどい

会場 :大阪府立門真スポーツセンター

問合せ :近藤幸子さん

5月 17日 (日 )楽しいチェーンダンスを踊る会
会場 :イーグレ姫路 アリーナA
主催 :姫路フォークダンス協会

◎ 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 :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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5月 (金 )
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毛利真喜子7月 (水 )

8月 (土 )

9月 (火 ) 浮辺美代子

10月 (木 )

11月 (日 ) 小林信枝

可2月 (火 )

1́月 (火 )

2月 (月 )

3月 (月 ) 井上富代美
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* 理事会よりのお知 らせ  *

3、 姫路フォークダンス協会 60周年記念パーティーを予定

日時 :2、021年 4月 28、 29日 (水・木祝)

会場 :兵庫県立姫路労働会館

担当者 :車田・井上・古阪 口上野・K子

ルーマニアから数名ゲス トを招聘予定

4、 2020年 度の理事会の体制について

理事 :たまごっち :福本、ひよこ :古谷景子、ころころ :今村、ピーチ :福島、どんぐり:上野

理事長 :古谷勉、副理事長 :福本 会計 :三船 会計監査 :赤西

新任 :福島 0今村・福本

退任 :古阪・小和・松島

5、 2020年 度の姫路 フォークダンス協会の年間会員の (継続)募集中です

申込は各例会会計まで

1、 各例会の体制

No 例会名 リーダー 会計 コーラー 理事

1 ぴよびよ 古 阪 浮辺 古阪口浮辺・岡本・福本 福本

2 ひよこ ｎ
＝

壬
Ｔ 今藤 車田口古谷景子・上野口小和 古谷景子

3 ピーチ 浮辺 宇治宮 浮辺・福島・折井 福 島

4 どんぐり 井上 松浦 井上口上野・古谷景子 上野

5 ころころ 車田
レ
Ｌ

■
４ 車田口古谷景子・福本・山本 イ〉本寸

2、 2020年度の行事予定

No 行事名 月 日 担当″1会 責任者 会計 備考

1 初心者教室 4月 ～6月 選抜チーム 福 本 福 島 市後援 火曜日に

外国人講習会1

ベンツィ(ブルガリア)

4月 23日 Cヽ ) ぴよぴよ 福 本 岡本
会場 iイーグレひめじ

選手強化として

3
スポーツ祭

FD講習会
9月 6日 (日 ) ひよこ ■

■
＋
Ｔ〈

「 清瀬、浜本
講師:板東さん

7/1から申込開始

4
スポーツ祭

行進参加

10月 4日 (日 )

*日 程注意
ピーチ 福島 宇治宮 会場 :陸上競技場

5 アフメット交流会
10月 21、 22日

(水、木 )

ころころ K子
イーグレ

魚吹八幡神社

6 救命講習会 10月 27日 理事長 ,肖 防署から

外人講習会2

シュムリク
11月 26.27日 どんぐり 上野 ]]朕 1

会場 :イーグレ姫路

クリスマスパーティー 12月 25日 (金 ) 選抜チーム ■
Ｔ 井上

担当者 :′1ヽ和・古阪・

今村井上口浮辺

バルカンパーティー なし 60周 年に変わる

10 市の講演会参加 未定 1月 ? ピーチ
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