
25th ﾊﾟｰﾃｨﾌﾟﾛ案

ﾌﾘｰ ３

    　ご案内 1. ﾊﾟﾊﾟﾃｨｱ (ﾄﾙｺ) 1. (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 1. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)

                  　　             2. ﾜｲ･ﾜｲ･ﾜｲ (ｲｽﾗｴﾙ) 2. ｶﾗﾝﾌｨﾛ･ﾓﾒ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 2. ﾎﾗ･ｲｪﾙｼｬﾗｲﾑ (ｲｽﾗｴﾙ)

皆様日々ご活躍されていることと思います。 3. ﾌﾟﾗｽﾞﾆﾁｭﾉ･ﾎﾛ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) P 3. (ｵｰｽﾄﾘｱ) P 3. (ｲｽﾗｴﾙ)

気楽に参加して楽しめるパーティのご案内です｡ 4. ﾄﾞ･ﾏﾘ･ﾁﾌﾃﾝ (ｱﾙﾊﾞﾆｱ) P 4. (RD) P 4. ｲﾜﾝ･ﾀﾞ･ﾏﾘｱ (ﾛｼｱ)

5. ﾄｩﾗｷｰｽｶ･ﾙﾁｪﾆｯﾂｧ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 5. ｱﾀﾞﾏ･ｳﾞｪｼｬﾏｲﾑ (ｲｽﾗｴﾙ) 5. ﾊﾟﾊﾟ･ﾗｳﾞｽ･ﾏﾝﾎﾞ (PSD)

6. ﾋﾟｱ･ﾊﾟﾄｩﾊ･ﾍﾞﾎﾌﾏ (ｲｽﾗｴﾙ)

7. (ｱﾒﾘｶ) ♣ ♣ ♣ ♣

8. ｶﾚﾆﾝ･ﾃﾞｨﾋﾞﾝﾃﾞ 1. (ﾙｰﾏﾆｱ) 1. ﾍﾞﾌﾝﾀﾞｸ･ﾍﾞｲﾃｨ (ｲｽﾗｴﾙ)

9. ｶﾞﾙｰﾝ (ｱﾙﾒﾆｱ) P 2. 2. ﾌﾟﾚｽｶﾁ (ｳｸﾗｲﾅ)

10. ｳﾞｪｸﾗﾑ･ｼｬﾘﾑ (ｲｽﾗｴﾙ) M 3. (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ) P 3. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)

M 4. (ﾌﾗﾝｽ) M 4. (ｱﾒﾘｶ)

(2F小体育室) ♣ ♣ 5. (ﾊﾝｶﾞﾘｰ) 5. (ｲｽﾗｴﾙ)

1. ﾍﾞｲﾋﾞｨ (ｲｽﾗｴﾙ)

P 2. ｸﾞﾘｰﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ (RD) ﾌﾘｰ ４
M 3. 大阪ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨ (ﾚｸ) L 1. 六甲おろし (SD) 1. ﾘﾌﾈｲ･ｼｪﾆﾌﾗﾃﾞｨﾑ    (ｲｽﾗｴﾙ)

交通 P 4. ｼｮﾃｨｽ (ｲﾀﾘｱ) L 2. ﾐｽ ﾍﾞｯｷｰ ﾌﾗﾜｰ S (SCD) P 2. ｳｨｰﾝの春 (台湾)

  鳴尾浜行き(約15分) 県立総合体育館下車すぐ P 5. ﾁﾘﾋﾞﾑ･ﾁﾘﾎﾞﾑ (ｲｽﾗｴﾙ) L 3. (SCD) P 3. ﾏｽﾞﾙｶ･ﾌｫﾙｹﾞ (ﾄﾞｲﾂ)

  8:00,05,10,17,25,33,40,48,58 6. ﾈｳﾞｪﾝｷﾉ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) L 4. ｴﾙ･ﾊﾞｲﾚｼｨﾄ (ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) P 4. ﾏﾝﾏ･ﾏﾘｱ ｷｭｰ入り (RD)

  9:12,28,45 5. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) M 5. ｶﾃﾘｰﾅ (ﾊﾝｶﾁ) (ｳｸﾗｲﾅ)

6. ﾊｷﾞｶﾞﾔ (ｲｽﾗｴﾙ)

(ﾀｸｼｰ) 阪神甲子園駅から10分 1. ｲﾅ･ﾄﾞｩﾅ (ﾄﾙｺ) 7. ｴﾊﾄﾞ (ｲｽﾗｴﾙ) ♣ ♣
(車) 西宮I.C･鳴尾浜･甲子園浜･武庫川の各出口　 P 2. ｷｴﾌｽｷｰ･ﾎﾊﾟｯｸ (ｳｸﾗｲﾅ) P 8. 芸術家の生涯 (台湾) 1. ﾐｶﾞｳﾞｫｱ (ｲｽﾗｴﾙ)

※ 駐車場は有料(500円/1回) P 3. ｲﾝﾊﾞﾙ (ｲｽﾗｴﾙ) M 9. ﾄｳﾎのﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ'12 No.2 (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) P 2. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ)

※ 底の軟らかいﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞでお願いします｡ 4. (ｷﾞﾘｼｬ) 10. ｽﾊﾞﾄﾞﾊﾞﾙｽｺ･ｽﾞﾑｽﾞﾑ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) M 3. ｶｯﾚ･ﾍﾟｰ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)

※ ﾋﾞﾃﾞｵ撮影等はご遠慮下さい｡ 5. ﾊｲｴｯﾄﾞ･ｼｪﾘ (ｲｽﾗｴﾙ) M 4. 陽気に行こう (ﾚｸ)

M 5. ﾌﾟｱｰﾎﾞｰｲ (ｱﾒﾘｶ)

問合せ  甲子園フォークダンスクラブ ♣ ♣ ♣ ﾊﾟｰﾄ４ ♣ 6. ﾚｽﾉﾄ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)

 山下秀子(会長) 0798-41-7082 L 1. (ECD) P 1. ﾌｨｽｹﾀﾝﾄﾞ (ｲﾀﾘｱ)

 村上   猛        0798-43-3888 2. ﾏﾙﾊﾊﾞ (ｲｽﾗｴﾙ) L 2. S (SCD)

 泉田淳子        0797-86-6569(Tel.Fax)　 P 3. (ｽｲｽ) L 3. ﾃｰﾅｰｽﾞ･ｼﾞｸﾞ J (SCD) 9:10～
M 4. ﾀﾞｰｼﾞｪﾝﾄ･ｸﾗﾌﾃﾝ (ｵﾗﾝﾀﾞ) 4. (ｲｽﾗｴﾙ) 1. ﾀｼｭ･ﾀｼｭ 4. ﾀﾞﾙｹﾇ

5. (PSD) 5. ﾁｮﾈｼﾞｱ　 (ﾚｸ) 2. ﾌﾟﾗﾗ･ﾅﾁｭｶ 5. ｼｬｰ
M 6. (ﾚｸ) 3. ﾏﾘﾎﾟｻ 6. ｹﾌ

※都合で変更する事があります。

ｴｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｰｽﾌﾘｰ

(ﾌﾗﾝｽ～ｱﾒﾘｶ)

ｻﾝ･ｱﾝﾄﾆｵ･ｽﾄﾛｰﾙ

ﾌﾘｰ １
ﾊﾟｰﾄ６

ch

ﾎﾟｶﾞﾃｨﾑ･ﾌﾛﾑ･ｽﾋﾟｼｭ

ｾﾗﾀﾞｲｸ                J

ﾗﾝﾁﾀｲﾑde踊ろう

ﾄﾞｩﾅﾝﾄｩﾘｰ･ｳｸﾞﾛｯｼｭ

ｻｰｸﾙ紹介

※ﾊﾟｰﾄは適宜ｺｰﾙ致します。

ﾏｼｬｳﾞ･ﾙｱﾊ
足ならし前曲

ﾚｯﾂ･ｹﾞｯﾄ･ﾊﾟｰﾃｨ
ちっちゃいおっさんの

   まほうのﾃｰﾏ

(バス)1. 阪神甲子園駅､阪神バス7番乗場から

2. JR甲子園口駅から鳴尾浜行き(約30分)8:13,36

ﾚｳﾞｨ･ｼﾞｬｸｿﾝ･ﾗｸﾞ

ｽﾃﾗ･ﾃﾞｨ･ﾏｼﾞｰｵ

参加費

西宮市鳴尾浜1-16-8 (0798-43-1143)

  700円

2014.9.1 現在⑩

甲子園ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾃｨ 足ならし 9:30 ﾌﾘｰ ２

　　

ｿﾌﾞｰﾄｩｷｨ

会場 兵庫県立総合体育館

日時

ﾐﾇｴｯﾄ

2014年11月16日（日）

E-18(ｴｱｰﾄｰﾝ)
ﾗ･ｳﾞｧﾙｽ･ﾃﾞ･ﾌｨｵﾚｯﾄ

(ﾄﾙｺ) ﾎﾗ･ﾙｲ･ｷｻﾙ

ﾖﾍﾞ･ﾏﾚ･ﾓﾒ

ﾊﾟｰﾄ５

ｵｯﾃﾝｼｭﾚｰｶﾞｰ･ﾗﾝﾄﾞﾗｰ

ｸﾞｰﾌｽ

ﾊｺﾊﾌﾞ･ｼｪﾘ

ﾊﾟｰﾄ３

(ﾊﾝｶﾁ)

皆様の参加をお待ちしています。

12:30

ｲﾃｨｱ
ﾏﾚｯｸのｸﾔｳﾞｨｱｸ｢ﾗｳﾗ･ｲ･ﾌｨﾛﾝ｣

ﾊﾟｰﾄ２
(ﾀﾝﾊﾞﾘﾝ)

13:10

15:30

(ﾊﾝｶﾁ)

  †  飲み物・昼食等はご用意下さい。
  †  館内に食堂があります。

ｳﾞｪｼｭﾌﾞ･ｲﾄﾍﾑ

PSD：ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ･ｻｲｽﾞ･ﾀﾞﾝｽ

ﾌﾞﾗｰﾑｽ･ﾗﾗﾊﾞｲ　ｷｭｰ入り

ｳｫｳﾞｨｯﾁのﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ

記入なし：ｼﾝｸﾞﾙ、 P：ｶｯﾌﾟﾙ（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）
M：ﾐｸｻｰ、 L：ｾｯﾄ＆ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ他

ﾊﾟｰﾄ１ 10:00

　　　　　9:30～15:30
(9時10分頃から､足ならし前曲をかけます)
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