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<今月0来月の例会> tE路フォークダンス協会の会報

①ひよこ (火曜日)初級向き

08/05 ☆   会場 イーグレアリーナA
/12 休み  時間 12:45-14:45
/19 ☆   会員 300円
/26 ☆     スタッフ 立岩、他
/      <7月 コール曲>

09/02 ☆  レモンツリー、ネヴェンキノ

/09 ☆  メレムホロ、バイヤコンディオス

/16 ☆  サンアントニオストロール

/23 ☆  レモイッツェ

/30 休み イリシム

08/01 ☆B  会場 イーグレアリーナA
/08 ☆   時間 9:40-11:40
/15 休み  会員 300円
/22 ☆    スタッフ 池沢、他
/29 休み   <7月 コール曲>

09/05 ☆  グッドオールデイズ、レモンツリー

/12 ☆  ラマリエッタ、あの町この町
/19 ☆  ラクカラッチャ
/26 ☆  ポロネーズ、ラフ

/

③止まごっち (月 曜日)初級向き

08/04休み  会場 イーグレアリーナA
/11 ☆   時間 0945-1145
/18 休み  会員 300円

スタッフ 藤尾、他
<7月 コール曲>

カランフィル、サプリタマ

バニイスコ、ラフ☆
侮
物
☆
☆

④ころころ (木曜日)初・中級向き
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会場 イーグレアリーナA
F寺間 09:45-11:45
会員 300円

スタッフ 古谷、他
<7月 コール曲>

アマネット、
ハキノールハニーマン

ヴェノケルコ

モ ミノホ ロ

08/05 休み 会場 イーグレアリーナA
/12 休み 時間 10:00-12:00
/19 休み 会員 300円
/26 ☆   スタッフ 上野 他
/

09/02 休み  <7月 コール曲>
/09 ☆  ザネルバル

/16 休み トリナエストルカ

/23 ☆

/30 休み

⑤どんぐり (火曜日)チェーンダンス

08/05 ☆ 会場 イーグレアリーナA
/12 休み 時間 1000-12Ю 0

/19 ☆  会員 300円
/26 休み    スタッフ 浮辺、他
/

09/02 ☆    <7月 コール曲>
/09 休み  ラクカラッチャ
/16 ☆   マズルカフォルゲ
/23 休み
/30 休み

⑥ピーチ (火曜日)カ ップルダンス



のお知らせ

◎ 9月 7日 (日 )市民フォークダンス大会
会場 :イーグレひめじ アリーナA
ゲスト:板東和子さん
主催 :姫路フォークダンス協会
満員のため、参加申込みは締め切りました

09月 14日 (日 )Avi Peretz(イ スラエル)講習会
会場 :ウィングス京都
問合せ :太場三富貴

◎ 10月 13日 (月 口祝)姫路市スポーツ祭・行進参加
会場 :姫路市手柄陸上競技場
問合せ :理事長

010月 11～ 13日 (土～月)大阪Yキャンプ
会場 :マキノ みくに館
問合せ :バク

010月 19日 (日 )アタナス米寿祝パ=ティー
10月 18日 (土 )立食パーティー (男1会場 )

会場 :南大沢文化会館交流センター (八王子市 )

主催 :豊ヶ丘バルカン
10月 18日 (土 )は満員締切です

011月 16日 (日 )甲子園FDC25周年パーティー
会場 :兵庫県立総合体育館

011月 29,30日 (土、日)大阪Yパーティー
会場 :兵庫県立総合体育館
問合せッ クヾ

◎ 12月 4:5日 (木、金)シュムリク講習会 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
問合せ :理事長まで
申込みは9月 開始

12月 6,7日 (上、日)シュムリク講習会
会場 :滋賀県立スポーッ会館

12月 8日 (月 )ホテルでクリスマス
会場 :ホテル日航姫路 光琳の間
内容 :踊つて口食べて日飲んで日の大舞踏会
主催 :姫路フォークダンス協会
申込みは9月 開始

12月 28日 (日 )ちょこっトライアスロン
会場 :未定
27日 (土 )から28日 (日 )に変更

◎ 2015年 3月 1日 (日 )マラソンパーティー (薇麻)

会場 :イーグレひめじ
主催 :姫路フォークダンス協会
終了後、近くの温泉へ泊まりに行きます
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フオー クダンス とパ ソコン (ネ ッ ト)

古谷 勉

フオークダンスを踊る人がパソコン (ネ ット)も 出来

れば超便利になります。

例えば、今、○阪さんがブルガリアヘツアーで出かけ

ています。ッァーー行の内、2名 がネット (フ ェイス

ブツク)でその写真を発信 しています。それを見れば、

○阪さんからの直接の連絡はないものの、ああ楽しん

でいるんだな 。・ 。と分かります。

またユーチューブなどの動画サイ トではいろんなフ

オークダンスを見ることが出来ます。マケ ドニアのタ

ネッツ舞踊団、クロアチアのラ ドー舞踊団などの踊 り

を家にあるパソコンで見られます し、身近なその辺の

人達が踊つている動画にも出会えます。

まあ・・ 。ぃろいろありますが・・・・。

フオークダンスのホームページ (ブ ログ)も 役立ます。

いろんな情報があります。先 日も仙台へ行く時に、踊

れる場所や時間をそれで調べて 。・ 。これまで行った

こともない例会に参加 しました。

メールもそれなりに役立ちます。

お知らせや連絡事項のメールは文字で残るので、聞き ,

間違い、勘違いが防げますし、相手が不在でも、真夜

中でも・・・届きますし、受け取れます。

またメールに文章や写真や音などを一緒に送れるの

で便利です。この間も仙台パルのパーティーに参加 し

た時の写真、メールでもらいました。 (∧ _‐ )

写真の整理にも役立ちます。

集合写真に “2014年 4月 ベンツィ講習会  in
姫路"と 文字を入れて大きくプリン ト。写真枚数が多

い海外のツアーなどは写真をパソコンでスライ ドシ

ョーDVDに加工します。

海外ツアー中、各地でビデオカメラで撮影、帰ってか

らパソコンでDVDに 編集 。加工したり、例会で撮っ

た踊りも加工 。編集できます。

エクセルやワー ドを使ってフォークダンス関係のテ

キス ト作成 。整理をしたり、講習会・パーティーなど

の案内状作成も出来ます。            .
旅行にも便利です。先 日の仙台旅行ではホテルや旅館

の事前調査と選定に利用。最終的に決めた宿の予約は

ネットで。レンタカーの予約もネットで。このあたり、

ネット予約した方が料金は安くなります。(∧ _― )

・・。ということで、フォークダンサーは是非、パソ

コン (ネ ット)を上手に活用 して下さい。

外国人講師アンケート

氏名 /k季 ‖盈 } ダンス歴/θ年ちめと́
<姫 路に来た外国人講師陣 >
アタナス、トム、テオドール &リア、シュムリク
モシコ、イブ、シルビア&イオニカ、ジョー
アフメット、ベンツィ、ヤニス

1、 誰のどんなところが好き?
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2、 好きな踊りは ?
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族 ■潔う一
外国人講師アンケート

氏名 1日 本くみよ ダンス歴2年←ジ→
<姫 路に来た外国人講師陣 >
アタナス、トム、テオドール&リ ア、シュムリク
モシコ、イブ、シルビア&イオニカ、ジョー
アフメット、ベンツィ、ヤニス

1、 誰のどんなところが好き?

好きな踊りは?
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外国人講師アンケート

氏名 形卜か 孝} ダンス歴7年 ?

<姫 路に来た外国人講師陣 >
アタナス、トム、テオドール &リア、シュムリク
モシコ、イブ、シルビア&イオニカ、ジョー
アフメット、ベンツィ、ヤニス

1、 誰のどんなところが好き?

2、 好きな踊りは ?
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例会 日 ル合同

世界遺産姫路城マラソン

理事長

2015年 2月 22日 (日 )に姫路で初めてのフルマ

ラソンが行われます。

これまでは城下町マラソンとして行われていました

が、来年はそれにフルマラソンが追加されます。

ファンランの lkm(フ ァミリー)、 1.5km(小 学 1～ 3

年生)、 2km(小学 4～6年生)、 5km(中学生以上)

そして、42.195kmのマラソンです。

参加人数は 10,000人 (マ ラソン 6,000人、ファンラ

ン 4,000人 )

それに伴って姫路市では 7月 22日 からその活動を

支援するボランティアを募集 しています。

姫路フォークダンス協会にもその依頼が来ました。

ボランティア希望者は理事長までお知らせください。

ボランティアについて

○募集人員 :3000名
Cソ舌動日:20154F2月 19。 20・ 21 ・ 22日

○活動内容 :配布物封入作業・ランナー受付・走路員・

給水・給食 。会場誘導など
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作成 0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

http7ふomepage2.nifty.cOm/himai‐ fd‐kyokaVindex.html

E― mail Himeii‐ fd‐kyoka通)niftycom

〒671‐ 1252 姫路市網千区垣内東町 125-3

理事長   古谷 勉 TEL&FAX  079‐ 272‐ 5230

副理事長 古阪 智子 TEL&FAX 079‐ 273‐ 0515

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 古谷景子 E‐mail furutani.keiko@niftycOm

http7月homepage3.nifぃrCOm/FURUTANIノ index.htm
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