
今 日はルーマニア 2曲 しました。フィギアも少なく、変則拍子でもなく、聞きやすい踊 り

やすい曲だつたので皆「 お茶のこさいさい」朝飯前で した。でも、これだって 1年前だった

らこんなにサ ッサとは踊れなかったで しょうね。 目には見えていないようでも確実に足が

動 くようになっているのです。

今少 し難有 りが前回の「 ベツェッ ト ハタン」です。みんなあんまり焦 らないようにね。

今 日のルーマニア 2由 に比べてはかな りやや こしいです。隣の人が踊れてるのに何でできな

いのだろう?と 落ち込んだ りしては前には進めません。 しっか り踊れて人はそれだけのキ

ャ アもある し、努力もしてるだろうし、そ して何回も踊っています。 今 日あまり分から

なかった人、踊れなかった人はまだ分かるまでの積み重ねを していないのです。今 この曲 1

曲 しつか り踊れてな くても、各部分のステップの練習等、出来るところを確実に増や してい

けば踊れるようにな ります。焦 らないように、投げ出さないようにネ。

それか ら 9月 には修学旅行を実施 します。案内チラ紙は例会時に受付に置いていますので

取 つて下 さい。大体の参加者数を知 りたいので参加希望の人は用紙に名前を記入 して下さい。

皆で行きましょう !! (00)/
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これからの予定
2月 12日 (日 )

3月 12日 (日 )

3月 21日 (火 0祝
)

会場 元姫路城南幼稚園
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00 テオ ドールの曲を踊 りましょう。

00 テオデール +合宿の予習 (内 緒です )

00 テオ ドール講習の復習を します。

00 テオ ドール

00 +4月 来姫ベンツィの曲を。

4月 以降まだ会場が取れていません。分か り次第お知 らせ します。

4月 2日 or 9日    姫路協会のカーニパルと日程を調整 します。

4月 29日 (土 ) 愚 K子愚



Srce通

朝は少 し雪で心配 しま したが、踊 つてるうちにいいお天気に・ e.。 今 日も午前・ 午後 と

いい汗をかきま した。 姫路の他の例会で踊 つててちょっとまだ踊 りきれていない曲の練習

に、見直 しに、踊れてる人はよ り確実にと、あと 1回のこの例会は余裕で踊 りを楽 しむため

に使 って下さればと思います。 もちろん今 日の午後のブルガ リアの踊 りのように他の例会

では出来ない踊 りへの挑戦 もしていきたいです。そ して今 日の様子を見ていたらまだまだ伸

びていける力を感 じま した。 年齢とともに体力の低下はあつても、 しっか リリズムを把握

しメロディの流れを感 じ気持 ちよ く踊 つてはいけます。 そのためにはやっぱ り選曲で しょ

う_.。  皆が楽 しい、おも しろい、もっと踊 りたいつていう気持ちをそそるような踊 りを選

んで提供できるように私 も頑張 ります。 今 日はよく頑張 りました。 はなまる～ ぅ**

AM にゃんこ 30人
① カツシェ モメ  Katuse Mome (ブ ルガリア)｀ イブ

´05 姫路

② ホラ ムグル 、ムグレル Hora Mugur‖ugre!(ル ーマニア) テオ ドール
´99

PM わんこ  23人
① ボスマット    BOSmat         (イ スラエル)モ シヨ

②  ロ ナッツオール  Lo Na´atzor       (イ スラエル)デ ビット
´98

③ クリポ イフティマンスコ Krivo lhtimansko (ブ ルガリア)イ ブ

こ10か らの予定 会場 元城南幼稚園

3月 12日 (日 )  10100～ 12:00
3月 21日 (火・ 祝)10100～ 12:00

13100～ 15:00
40506月 はまだ会場が取れていません。

4月 9日 (日 ) 10100～ 12100

4月 29日 (日 )

*7月 イ ーグ レ 2日 (日 )に ゃんこ

29日 (土)に ゃんこ 0わんこ

テオ ドール・ 合宿講習曲の中から。

分か り次第お知 らせ します。

12100～  姫路城でお花見だわ～イ (00)/
10100～ 12:00  にゃんこ

13100～ 15:00  わんこ

テオ ドール講習由の中から簡単なのを 9

テオ ドール 0ベ ンツィの曲を・ 0。

は決定です。 愚 K子愚



笠血 ,SrCe通 信 月 12日 (日 )NO >③ 由E③
ひと雨 ごとに暖か くな り春が近付いて来る感 じです。 あまり暖か くな りすぎると大変で

すが、 これからが一番踊 りやすい季節ですね。 今 日は先 日のテオ ドール講習会の曲を 4曲
復習、「 AMに ゃんこ」だけだったので、やさ しい方からの 4曲 で した。 ルーマニアの曲

は、はつきリパ ッキ リ明るく元気 に踊れそうな曲が多 く、拍子 も変則でないのはわ りと踊 り

やすいです。 ただスタンプやスタンプ気味のステップなど膝や腰に衝撃を与える事 もあ り

ますのでお気をつけあそば して OoOoo AMに ゃん こはよちよちひょこ対象です。 もう

少 しひよこを増やさな くっちゃね。皆だいぶん ヒネてきたもん。

講習曲 3/12
AMに ゃんこ 31
① ホラ デ ラ

② アルネル デ

(2006年 テオ ドール氏講習曲より)

人

ペ リエニ

マナ デ

HOra de la Perieni

ラ  ゴイ チ ャ

Alune:ul de manろ  de

Ceancu

ル イ  ベ トリカ

Hora bろ cどuanろ a lui

(Vaslui)

PetriCど

南幼稚国

00～ 12100 テオ ドールの曲などを。

00～ 15:00 テオ ドールのちょっと難 しい曲・ 合宿曲

00～ 12100 ベンツィの簡単な曲を。

00～ ☆キャッホー来花見だ !お城で花見よ、お弁当持ち !

00～ 12:00 午前 0午後 とも 0000

00～ 15100 2006ベ ンツィ in姫路 講習曲より

～ 12二 〇0&13100～ 15:00(決定 0イ ーグ レ・ アリーナ A)

la

<モ ル ドヴァ>

<オ ルテニア>

<ア ロマン>

<モ ル ドヴァ>

③ チャンク

④ ホラ バカウアナ ア

これからの予定 会場
3月 21日 (火・ 祝 )

ャ月 9日 (日 )

4月 29日 (土・ 祝)

8月 27日 (日 )

元 城

0

3

0

2

0

3

10:00

506月 は、まだ会場が取れていません。分か り次第お知 らせ します。

(あ くまで予定)5月 3日 (AM)5月 21日 (AM.P‖)6月 4日 (AM)6月 18日 (AM.P‖ )

*尚、 7月 2日 (日 )は中川氏講習会にな りましたので、 Srceの 例会は中止です。

それ と 7月 29日 の例会 も個人的な事情で中止にします。

8月 からはまたがんばるので許 して・・ em(一 ―)m 愚 K子 愚



φヽ γ ρヽ Srce通 信 <2006年 3月 日 日 飲 )NO.29>φ ｀ γ 澤ヽ

午前 も午後 もち ょっと踊ると汗ばみ、戸や窓を開けての例会にな りました。 やっぱ り春

ですね。 前回や前々回の復習なども入れてテオ ドールの曲たくさん踊 りま した。 音の歯

切れがいいので リズムに乗るととても気持ち良 く踊れます。フィギアも多 くないのでそれ程

必死で覚えな くても良いのですが、曲をよく聞きシンコペーションの リズムを しっか り取 り

ま しょう。 何回も踊る事によ り体で分か つてきますよ。

講習曲 3/21
AMに ゃん こ

イエ ジェラ

② プラ トゥシュカ

PMわんこ

① スルバ デ ラ トゥルチェア

ledera

Bratusca

<バナッ ト>

<オルテニア>

<ド プロジア>

Sarba de la Tulcea

② アルネル バ トゥト デ ラ ゴイチャ   <オ ルテニア>

Alunelul batut de la Goicea

③ プリャザ チョパニロール ディン マルジニメ  <ト ランシルバニア>

Breaza ciobanilor din Marginime

④ パイ ドゥシュカ デ ラ ステジャル

Paldusca de la Stejaru

<ド プロジア>

(2006年 テオ ドール氏講習会より)

これからの予定 会場 元城南幼稚国

4九J日 (日 )10:00～ 12:00 「 ひよこ」 4.5.6月 の曲とベンツィの曲を

12:00～ 15:00頃                踊 ります。

キャ〕革_!ィLJ己で～事l
*各 自、お弁当・ 飲み物 0敷き物など持参 して下さい。

*車 は城南幼稚園に置いて行きますが、アルコールを飲む人は公共交通機関でお越

し下さい。

4月 29日 (土・ 祝)10:00～ 12:00 午前 (簡単)午後 (ち ょつと難 しい)と も

13:00～ 15:00  ベンツィの講習由の復習を します。

5月 3日 (水 )21日 (日 )は決定 しました。

6月 4日 018日 はまだ会場が取れていません。 愚 K子 撻曇



● ● ③  Srce通 信 <2006年 4月 9日 (日 )NO,30>③ ③ ③

キャッホーッ (00)/ 日頃の行ないが 000な ので今年最高のお天気の中、人間で埋

まつている姫路城での花見となりました。 朝 7時からの場所取 りの方々のお陰で総勢 35

名の花見は桜の花の下、ほのぼの楽 しく和気あいあいで行なわれ、お酒に酔 っ払って乱暴狼

藉をはたらく輩もなくごく上品に修了致 しました。 参加 して下さつた皆様、本当にお疲れ

様で した。 さてダンスの方はといいますと、昼からの花見で頭いつぱい。前の晩に考えた

プログラムもすっかり忘れ、ほとんどやつつけ仕事 つて感 じで少々反省 しております。

さて今月下旬にはプルガ リアのヴェンツィが来姫。今まで来姫の講師の中では若いので、

体力的にちょっときついかもしれませんが、耳に心地好いメロディーの踊 りが多いです。

ま,こ少しずつでも踊っていきましょう。
 AMにゃんこ(初心者対象)参加者大募集中!

講習曲 4/9
AMに ゃんこ 33名
① カラバナチャイカ

② デニンカ

③ アルネル バ トゥート デ ラ ゴイチャ

これからの予定  会場
4月 29日 (± 0祝)1

1

‐
5月 3日 (水 0祝)1
5月 21日 (日 )  1

1

AM (予定) 場所がまだ予約出来ていません。

AMOPM (予 定 )

中川純―郎氏講習会  10100～ 15:30イ ーグ レひめ じア リーナ Aに て

(Srce例 会 は中止です)

AMOPM イーグ レひめ じ

AMOPM イーグ レひめ じ

０

３

０

０

３

元城南幼稚園

00～ 12
00-15
00～ 12
00～ 12
00～ 15

00
00
00
00
00

(セ ル ビア～マケ

(ブ ルガ リア)

(ル ー マ ニ ア )

5/7カ ーニパルのプログラムの中から。

ヴェンツィの講習曲を復習 します。

5/7カ ーニパルのプログラムの中から。

ア リーナA(決 定 )

アリーナA(決 定 )

6月 4日

6月 18日

7月 2日

8月 27日

9月 17日

(日 )

(日 )

(日 )

(日 )

(日 )

撻曇 K子 愚


