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今 日も新 しく5人がメンバーに。 そ して今 日の参加者はナ、ナ、ナン ト40人を超えま

した。あ りが とうございます。 何てったってダンスはた くさんで踊る方がおもしろい。

そ してもっと踊れるようになったら更におもしろい・・ 。 そのために私 は頑張 ってもっと

分か りやすいコールを、そ して皆 もちょっと頑張 って覚えま しょう。 メンパーが多 くなっ

てきたので一人一人の様子があまり見えな くなってちょっと悔 しいのですが、も し何か希望

や意見、質問などがありま したらどんどん言 つて下 さいネ。 皆のサークルです。 一番楽

しいサークルにしたいと思っています。
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講習曲

ユこれからの予定 (7～ 9月 はイーグ レ姫路 ア リーナ Bです。予定変更があ リ

よ く気をつけて下 さい。 )

10月 2日 (日 )23日 (日 ) ★ 10月 からは城南幼稚園に帰 ります。ただ会場予約が 1ケ月

11月 13日 (日 )23日 (祝 )  前 に しか出来ませんので、 日程変更や中止によく気をつけ

12月 11日 (日 )       て下 さい。左記のは予定です。

23日 (祝) 11 100～ 14:00
*大ク リスマスパーティーです。 もしも会場が取れなか ったら 21日 (水 )
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たしで曲のスナタアも日〈，
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① ゼ トパルスコ

② セイメンスコ

復習 ベラシチコ

7月 18日 (祝 )

7~31日 (日 )

8月 28日 (日 )

9月 19日 (祝 )

Zetvarsko

Sejmensko

Belasciko

00-12
00～ 15
00～ 12
00～ 16
00～ 12
00～ 15
00～ 12

10
13
10
13
10
13
10

(マ ケ ドニア)

(マ ケ ドニア)

(マ ケ ドニア)

00  こつこつアタナス (梅)踊 りま しょう。

30  姫路初お目見え [‖arinO oro]コ ール します。

00 (竹 )

00 (松 )

00  デンチュウ講習の復習もします。

30← *会場予約がまだです。次回連絡 します。

00  アタナス追い込みで～す。
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☆デンチュウさんの講習会でだ

アタナスの曲が主です。
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あのね、何だか多過 ぎじやない? 本当にいいのですか ? 私は少な くて寂 しいより、多 く

て賑やかな方がもちろんいいけれど、皆、「 それッ行 くぞ !よ うし、踊ろう !」 と思 うよう

な例会になっていますか ? ジック リ説明を聴 いて、 ジック リ踊 りたい人にはちょつと疲れ

る環境かも・ 00。 なるべ く頑張 つて皆が楽 しめるようにとは思 っているのですが、や っぱ

り人数が多 くなると見落としていきます。何かあつたら是非意見や感想をお願 い します。直

接でもいい し、メールや HPの掲示板 も活用 して下 さい。 それに しても、皆、難 しいアタ

ナスの踊 りをいい雰囲気で踊れるようにな りま した。午後からは名曲 3由 のコール。 これま

た_、 気持ち良さそうにマケ ドニア踊 つてます。ところで、帰 りの車の中で気が付いたので

すが今 日の例会早 く終わつたと思いません ? 間違えました、ごめんなさい (― ― ;)

次回、倍に して返 します。

講習曲 7/18(もちろんアタナスの曲でした)

AM(ス ルツェにゃんこ組 )

①  ロミノ オロ Romino O『o   (マ ケ ドニア)

その他復習 1.セイメンスコ 2.ゼ トパルスコ 3.ベラシチコ

PM(ス ルツェわんこ組 )

①  スタロ レスノ ト StarO Lesnoto (マ ケ ドニア)

(マ ケ ドニア)

(マ ケ ドニア)

(809月 はイ ーグ レ姫路  ア リーナ Bです )
定予のや
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② ドンチェヴォ

∩  マ リノ

7月 31日 (日 )10

13

8月 28日 (日 )10
13

9月 19日 (祝) 9

10月 2日 (日 )23日

11月 13日 (日 )23日

Doncevo

Marino

00～ 12:
00～ 16
00～ 12
00～ 16
45～ 11

(日 ) チ「10月

(日 )  日程

00 (竹 ) デンチュウさんの講習会です。

00 (松 ) 素晴らしい踊 りを見て下さい。

00 デンチュウ講習の復習 もします。

00   会場取れました。

45   アタナス 3日 前、総復習といきま しょう。

からは城南幼稚園に帰 ります。予約が 1ケ月前なので

変更や中止に気をつけて下さい

ltt K月 卜 愚
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今回午前はデンチュウさんの講習曲の復習を したので、ちょっといつもよ り難 しかったで

しよう。でも折角講習会に参加 したのにそのままだと勿体ないです。全部が踊れな くてもス

テップの練習や、 リズムの取 り方など、家で一人では出来ません。 しんどくて難 しくて「 死

にそうや った」 と言いなが ら帰 った人も、きっと何かプラスになっていますよ。成果は見え

な くてもその時間は無駄 にはな っていません。頑張 りましょう。 午後からは名曲 3曲。

ところが ドッコィ難 しさは半端やないです。でもすご～～～～～ く良い曲です。踊れるよう
になったらウッ トリ幸せ気分ですよ。 今回も皆と一緒に楽 しく踊れて満足満足 (・・ )v

講こ曲 3/23(ァタナスー色!)

AM(ス ルッェにゃんこ組)

① モイ ミニレ

②  ジェンスコ チャムチェ

③ マレシェフカ

PM(ス ルツェわんこ組)

① マリノ (復習)

②  カラジョイ

③ スタロ マケ ドンスコ

43名
‖oj Hlnire

Zensko Camce

Halesvka

26名
Harino

Kaladzoj

Staro Hakedonsk0

なっています。今だ本当の予定です。使用許可が出次第

更等によく気をつけておいて下さい。

00 アタナスの復習を します。

00 来姫前、簡単なイプの曲を踊 りま しょう。

30 アタナスの復習 &イ プの曲

00 簡単なイプの曲を。

30 モシコの曲を踊 ります。

llッ軍言3T単 ][1〕と:二勇:i・ 1曇 K子患

(コ ソボ )

(マ ケ ドニア)

(マケ ドニ ア)

(マケ ドニア)

(マケ ドニア)

(マケ ドニア)

9月 19日 (月 0祝)9145～ 11145 アタナスパーティーに向かって追い込みだ !

会場 イーグ レ姫路 ア リーナA
(何人来ても大丈夫 ィッ !)

*涼 しくな りますので、城南幼稚園にか二 ります。

城南幼稚国の予約

お知 らせ致 します

10月 2日 (日 )10
23日 (日 )10

13
11月 13日 (日 )10

13
23日  (日 )10

は 1ケ月前に

。 もしもの変

00-12
00～ 12
00～ 15
00～ 12
00～ 15
00～ 12

アタナスにイブ、モシコ、何 だか頭
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9月 は 1回 だけの例会 にな りま した。 何をか くそう、私がアタナスの追 っかけを してい

たからであ りますが、アタナス講習会が終わ つたらその分 も念入 りな復習で埋め合わせとさ

せていただきます。 10011月 の例会予定ですが、城南幼稚園の予約が取れま したので、

今度はイーグ レと間違わないように来て下さい。 チ ョッ ト狭 いかもしれませんが、踏んだ

り蹴飛ば した りしなが らワイワイと賑やかに踊 りま しょう。 さてさて、今回のアタナスの

講習曲は、あま り難 しくもな く、フィギアもたくさんなく、いい感 じです。でもやっぱ り 9

拍子だの、 11拍子だのというリズムは普通ではあ りません。 足が動 くようになっても、

J 
・
1が リズムに乗 つていなか ったら、ちょっとダンスとは遠いかも 0・・ 。 足だけでな く、

頭も肩 も背中もお尻 も、そ して心 も音楽に気持ちよ くゆだねま しょう。そうッ、踊 らなソン

ソン・・・ あんな調子で・・ 0(陶酔 に近 いものが 000)。

9/19(ゃっぱリアタナスー色)

(ス ルツェにゃんこ組) 42名

ちょつと秘密のアッコちゃ～ん。

これからの予定
1‐ J月 か ら城南幼稚園に

曲

Ｍ

①

②

③

羽
自
一　
Ａ

講

10月 2日 (日 )10

10月 23日 (日 )10

13

11月 13日 (日 )10

13

23日 (水)10

12月 11日 (日 )10

12月 23日 ←錯)10

帰 ります。

00～ 12
00-12
00～ 15
00-12
00-15
00～ 12
00～ 12
00-15

00
00
00
00
00
00
00
00

アタナス講習曲の中からやさ しい曲を復習。

アタナス・ イプの曲を取 り混ぜて 000。

アタナス講習曲からちょっと難 しいのを。

イブ・ モシコの曲を取 り混ぜて 。・・ 。

同 じくイプ・ モシコ、ちょっと難 しい曲を。

あまりに先過 ぎて考えられません。

ク リスマスパーティーですよ、キャッホ ー。

*12月 はまだ会場予約が出来ていませんので、確定次第お知 らせ します。 愚 K子懸


