
0月 4o7号

<今月・来月の例会> 姫路フォークダンス協会の会報

2020年 1

①ひよこ (火曜旦)初級向き

11/03☆  マヴィリム

10/06 ☆  会場 イーグレアリーナA
/13 ☆  時間 13:00-15:00
/20☆  スタッフ 月滞日、他
/27 ☆

<9月 コール曲>

② どんぐり (火曜日)チェーンダンス

10/06 休み  会場 イーグレアリーナA
/13 ☆   時間 10:00-12:00
/20 休み  スタッフ 井上、他

/27 ☆

/        <9月 コール曲>
11/03 休み  アリアリ

/10 ☆   マケドンスコブラシュコ

/17 休み
/24 ☆

/

Ωぴよびよ (金曜日)初級向き

10/02 ☆   会場 イーグレアリーナA
/o9 ☆   時間 0945-11:45
/16 ☆    スタッフ 古阪、他
/23 ☆     '
/30 ☆    <9月 コール曲>

11/06休み デヴォイチャホロヴォドナヤ
/13 ☆  イシャケイニ

/20 ☆  ネヴェンキノ

ピーチ (火曜日)カ ップルダンス

10/06 ☆   会場 イーグレアリーナA
/13 休み  時間 10Ю O-12Ю0

/20 ☆    スタッフ 浮辺、他
/27 休み

/      <9月 コール曲>
11/03 ☆  レシアナ

/10 休み セギディーリャスセビリャーナス

/17 ☆

/24休み
/
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lo/ol ☆  会場 イーグレアリーデ
/08 ☆   時間 09:45-11:45
/15☆    スタッフ 車田、他
/22 ☆
/29 ☆      <9月 コール曲

11/05 ☆   ギヨルゴヴデンスコ

/12 ☆   キスメィシャゥル

/19 ☆   ハハルハヤローク
/26 講習会 シュカシキダーダ
/
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拳

のお知らせ

◎ 11月 26日 (木)イスラエル講習会 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
*シュムリク講習会の代わりに開催 *

*コロナウイルスの影響でパーティーなどの中止が出ています。
パーティー・講習会などに参加予定の方は要確認。
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姫路市体育協会からのお知らせ

<スポーツ祭中止>
令和 2年度事業計画にて、10月 4日 (日 )

に開催予定としてお りま した姫路市スポー

ツ祭について、新型 コロナ ウイルス感染症

の影響を鑑みて、例年規模の開催は不可能

であることから、一旦、同日での開催は中止

といたします。

イスラエルダレス講習会
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圏時: 2020年 11月‐26圏 (本 )

10:30-15:30
なお、姫路市体育協会功労者等の表彰に 1 場所 : イーグレ アリーナ A
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