
27th ﾊﾟｰﾃｨﾌﾟﾛ案

ﾌﾘｰ ３

    　ご案内 1. (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 1. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) 1. (ｲｽﾗｴﾙ)

                  　　             2. ｷﾙﾔ (ｲｽﾗｴﾙ) 2. ﾓｷﾞﾙﾁｪ　　 (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) P 2. (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)

皆様日々ご活躍されていることと思います。 3. ｺﾞﾌｧﾃｨﾚ･ﾓﾒ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) P 3. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) 3. ﾄﾞｩﾅｰﾝﾄｩｰﾘ･ｳｸﾞﾛｰｼｭ (ﾊﾝｶﾞﾘｰ)

気楽に参加して楽しめるパーティのご案内です｡ 4. ｻﾊﾟﾘ (ｲｽﾗｴﾙ) P 4. ｻﾞ･ﾗ (ｲｽﾗｴﾙ) P 4. ｱｲﾝﾌｧｯﾊｰ･ﾄﾞﾚｱｰ (ｵｰｽﾄﾘｱ)

5. ｸﾞﾗｽ･ｶﾛ･ｺﾛ (ｾﾙﾋﾞｱ) P 5. ｽﾗﾌﾞﾁｬﾝｶ (ﾛｼｱ) P 5. ﾙﾝﾊﾞ･ﾘﾊﾝ (RD)

6. ｸﾘﾃｨｺ･ｾﾙｳﾞｨｺ (ｷﾞﾘｼｬ)

7. ｶﾚｼｭ･ｶﾃ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) ♣ ♣ ♣ ♣

8. ｹｼｪﾅｳﾞｫ (ｲｽﾗｴﾙ) 1. (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 1. ｿﾆﾉ    (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)

9. (ｲｽﾗｴﾙ) P 2. ﾔﾌｧ･ｸﾓ･ﾀﾐﾄﾞ　 (ｲｽﾗｴﾙ) 2. (ｲｽﾗｴﾙ)

10. ｽﾊﾞﾄﾞﾊﾞﾙｽｺ･ｽﾞﾑ･ｽﾞﾑ　　ﾏｹﾄﾞﾆｱ(ﾏｹﾄﾞﾆｱ) M 3. ｳﾞｧﾙﾁｰｸ･ｽﾞ･ﾌﾘﾈﾂｶ  (ﾁｪｺ) P 3. 運命のﾜﾙﾂ
P 4. (ｽｲｽ) M 4. ﾎﾗｲﾀﾞｰｸ  　　　　　60th

(2F小体育室) ♣ ♣ 5. (ﾙｰﾏﾆｱ) P 5.

1. ﾚｶﾃﾞｨｯｼｭ (ｲｽﾗｴﾙ)

P 2. ｶﾗｰﾃﾞｨ･ｶﾅｰｽﾀｰﾝﾂ (ﾊﾝｶﾞﾘｰ) ﾌﾘｰ ４
P 3. ｽﾄｩｰﾊﾟｲ･ｽﾄｩｰﾊﾟｲ (ﾁｪｺ) 1. 365日の紙飛行機  巡回 (ﾚｸ) 1. ｶﾗﾝﾌｨﾛ･ﾓﾒ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)

交通 4. ｼｭｶﾘﾑ (ｲｽﾗｴﾙ) L 2. 六甲おろし (SD) P 2. ﾎﾞﾍﾐｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾎﾟﾙｶ (ﾁｪｺ)

  鳴尾浜行き(約15分) 県立総合体育館下車すぐ M 5. ﾃｭｯﾍﾟﾝｽ･ﾎﾟﾙｶ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ) L 3. ﾛﾌﾞﾛｲ (SCD) P 3. 踊りあかそう

  8:00,05,10,17,25,33,40,48,58 L 4. ﾛﾋﾞｰ･ｵｰﾊﾞｰ･ｻﾞ･ｳｪｲﾌﾞｽﾞ (SCD) M 4. ﾛｼｱﾝ･ｽｲｰﾄ　    (ﾊﾝｶﾁ) (ﾛｼｱ)

  9:12,28,45 P 5. ﾗ･ﾔｹﾞｼｰﾀ (ﾒｷｼｺ)

P 6. ﾎﾞｰﾙ＆ﾁｪｲﾝ ♣ ﾊﾟｰﾄ６ ♣

(ﾀｸｼｰ) 阪神甲子園駅から10分 1. ｳﾞｧﾘｪﾌｽｶ･ﾎﾟﾄﾞｩｳﾞｧﾗ 60th (西ｾﾙﾋﾞｱ) P 7. ｽｹｰﾀｰｽﾞ･ﾜﾙﾂ (ｱﾒﾘｶ) 1. ｲｸﾞﾀﾞﾙ･ｴﾛｷﾑ･ﾊｲ　 (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. ｼｮｯﾃｨｯｽ･ﾃｨﾙ･茅野 (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ～ﾁﾉ) 8. (ﾗｲﾝﾀﾞﾝｽ) 2. ﾙﾁｭｶ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)

※ 駐車場は有料(500円/1回) P 3. 羊飼いのﾏｽﾞﾙｶ (ｵｰｽﾄﾘｱ) 9. ｼｬｱﾚｲ･ﾐｽﾞﾗﾌ　 (ｲｽﾗｴﾙ) P 3. Y.M.C.A. ｷｭｰ入り (RD)

※ 底の軟らかいﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞでお願いします｡ 4. (ｸﾛｱﾁｱ) 10. ﾗｲﾅ･ｻﾓﾃﾞｨｳﾞｧ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) M 4. ﾃﾚﾌﾟｼﾎﾚ･ﾜﾙﾂ (ｵﾗﾝﾀﾞ)

※ ﾋﾞﾃﾞｵ撮影等はご遠慮下さい｡ 5. ﾃｨﾅのﾏｲﾑ (ｲｽﾗｴﾙ) M 5. 陽気に行こう (ﾚｸ)

M 6. 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 ♣ 7. ﾚｽﾉﾄ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)

 中嶋武子(会長) 0798-47-2149 1. ｴﾚｯﾂ･ｻﾞﾊﾞｯﾄ　Ⅱ (ｲｽﾗｴﾙ) 1. ｲｽﾗｴﾙ (ｲｽﾗｴﾙ)

 村上   猛        0798-43-3888 2. ﾐﾊﾙｺﾌｽｶ･ｺﾊﾟﾆｯﾂｧ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) L 2. (ECD)

 泉田淳子        0797-86-6569(Tel.Fax)　 P 3. ｵｲ･ﾂｳﾞｪﾁｮﾂ･ｶﾘｰﾅ60th (ﾛｼｱ) L 3. ｽﾄﾗｽﾍﾟｲ・ﾌｫｰ･ｹﾆｰ･ﾄﾑｿﾝ 3C (SCD) 9:10～
M 4. ｼｭﾀｲｴﾚｸ･ﾌﾛﾑ･ﾙｳﾞｰﾌ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) L 4. (SCD) 1. ﾎﾗ･ｳﾞｪｹ 4. ｷﾞﾎﾞｰﾙ･ｼｪﾙ･ｲﾏ
P 5. (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) 5. (新疆ｳｨｸﾞﾙ) 2. ﾋﾌﾞｸ･ﾊﾞﾊｼｪﾊ 5. ﾎﾜｲ　
M 6. (ﾚｸ) 3. ﾛｾﾉﾄ 6. ｺﾙﾙ･ｱﾛﾑﾝ

府県 〒 ※都合で変更する事があります。　　  M：ﾐｸｻｰ、 L：ｾｯﾄ＆ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ他

お名前 所属ｻｰｸﾙ（一つだけ記入して下さい）

住所     60th:(日連60th)

(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

ーーーー受付名簿ーーーーーーーｰ－ｷ　ﾘ　ﾄ　ﾘｰｰーーーーーーーーーーーーーー

兵庫県立総合体育館
(ｱﾒﾘｶ)

(ﾁｪｺ)

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

ﾘﾘｬﾉｳﾞｫﾄ　
ﾃﾞﾚﾌ･ﾊﾒｼ　　

ｱﾍﾟﾝﾂｪﾗｰ･ｸﾗｯﾁｳﾞｧﾙﾂｧｰ

日時 2016年11月20日（日） ﾊﾟｰﾄ５ﾊﾟｰﾄ３

皆様の参加をお待ちしています。

ｿﾌﾞｰﾄｩｷｨ

Wojのﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ’93No.1　　◎

2016.10.30 現在

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

ﾏﾝﾄﾞﾘｰﾅ　ﾄﾛﾌﾟﾅﾛ･ｵﾛ･ｺﾞﾚﾓ　ｻﾏｰ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝ･ｽｲﾝｸﾞ･ﾜﾙﾂ

参加費

西宮市鳴尾浜1-16-8 (0798-43-1143)

  700円   †  飲み物・昼食等はご用意下さい。
  †  館内に食堂があります。

会場

10:00ﾊﾟｰﾄ１

ｴﾚｯﾂ･ｲｽﾗｴﾙ･ﾔｯﾌｧ

※ﾊﾟｰﾄは適宜ｺｰﾙ致します。

足ならし前曲

ﾀﾞﾝ･ﾀﾞ･ﾀﾞﾝ　　　　　

ｻﾞ･ﾋﾞｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ﾏｷﾞﾉｹﾀｰ4C

ﾁﾝ･ﾁｭﾝ･ｳ･ﾁｭｰ　　ｳﾞｫｳﾄｸ　　

ｻｰｸﾙ･参加者紹介　 記入なし：ｼﾝｸﾞﾙ、 P：ｶｯﾌﾟﾙ（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）

(RD)

(RD)

ﾗﾝﾁﾀｲﾑde踊ろう 12:30
(ﾊﾝｶﾁ)

ﾙｰﾏﾆｱﾝ･ﾒﾄﾞﾚｰ ﾒｰﾌﾟﾙ･ﾘｰﾌ･ﾗｸﾞ    ｷｭｰ入り

15:30
ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ･ｱｯﾌﾟ･ｽﾃｨｯｸ   3C

(RD)ﾌﾘｰ １

ﾊﾟｰﾄ２

ｸﾞﾗﾄﾞ･ｾ･ﾍﾞﾘ　

13:10

ﾗｸﾞﾙ･ﾀｸﾞﾙ･ｼﾞﾌﾟｼｰ･ｵｰ
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