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2022/11/27,28
関西ポーランドダンス愛好会「クラコ」

午前　 ・パート　1 　(10:00 - 10:30) 　　担当：”Do” ・パート　5 　(13:00 - 13:30)  　　　  担当：門間会長
「FOLK　SOLUTION」公演  1 ポヴィタル二ィ・ポロネーズ　

　 シロンスク民族合唱舞踊団 2 エバのヴァルツ・クリニッツィ ◎ 講習タイム
3 ヤン トウホのチェシニョク

午後  ポーランドダンス・パーティー
FT4 ヴォイチックのヴァルチック '00 

・ストレッチ　 (13:30 -) 「ロズヴァルスキ」 ・パート　6 　(13:30 - 14:00) 　担当：クラコ
・歓迎デモ FT5 ヴォイチックのクヤヴィアク '95 №1 24 ヴォイチックのクヤヴィアク'85 №１「シュミオン ツィ ラス」
・挨拶 「オメイ マトゥーリ」 25 ヴォイチックのポロネーズ'91 №１「ルドヴィ」

26 カーチーフス・クヤヴィアク
・パート　2　 (10:30 - 11:00)  担当：川上副会長

・パート　1 (13:50 - 14:10) 　　担当： クラコ FT27 ヴォイチックのマズール '97「スウォミヤネ　ストラフィ」
1 ソブートゥキー(日連'14サマー) ◎ 講習タイム FT28 ザ ダンス オブ ロマンス
2 ポロネーズ（4fig,日連,ルブリン）
3 ヴォイチックのヴァルチック'93(日連'12サマー) FT6 モイのクヤヴィアク
4 ヤントウホのポロネーズ№2(M)(日連'13サマー) FT7 ヴォイチックのマズール '89 №3 ・パート　7　 (14:00 - 14:30) 　担当：ネットマズルカ

「ナ ボク ズ ドロギ」 29 ヴォイチックのポロネーズ '93 №1 
・パート　2 (14:15 - 14:45)    　担当：”Sobota” 「フ スターリム ザムク」

5 ショット・マジャール(ヤン・トウホ日連'18全国） ・パート　3　(11:00 - 11:30) 　　担当：クラコ 30 ヤン・トウホのスタロミェシチェ
6 ウポミネク・ドラ・チエビエ(日連'09サマー) 8 ガイクのポロネーズ 31 マレックのミリタリーワルツ
7 ルブリン・ワルツ(M)(日連'18巡回） 9 ショパンのクヤヴィアク
8 ワルツ・ウワンスキ(日連'20巡回） 10 ショパンのマズール FT32 ヴォイチックのポロネーズ '00 「パン タデウシュ」

FT33 ヴォイチックのクヤヴィアク '99 №1 「オイ マルコトノ」
FT  9 ヘイナ・モシチェ(ヤン・トウホ日連'1９巡回） FT11 ヤン トウホのヴァルツ・ポルカマズルカ
FT10 マレックのクヤヴィアク'96「ラウラ・イ・フィロン」 FT12 ヤン トウホのクラコヴィアク '18 ・パート　8 　(14:30 - 15:00)     　　　担当： 彩たま

34 ヤン・トウホのオドウ・ブチカ・ド・ブチカ '16
・パート　3 (14:45 - 15:15) 　　    担当：クラコ ・パート　4 (11:30 - 12:00)  担当：マズール研（板橋） 35 ルブーベクのシュタイエレク(M) 

11 ポロネーズ・ウロチスティ(日連60周年） 13 マレックのポロネーズ 36 ヴォイチックのクヤヴィアク '93 №2 
12 ヴォイチックのクヤヴィアク'99 №2 14 アダのクヤヴィアク №3 「ユシュ ニエ ベンジェシェ モヨン」

「マロヴァニ・ズヴァン」 15 ヴォイチックのクラコヴィアク '91 37 オレンデル(M)
13 ヴァルチック・ゲンシヴォドン(日連'06巡回) 38 ヴォイチックのポロネーズ '91 №2 
14 ポルカ・ルベルスカ(日連'20全国） FT16 ヴルブレフスキのクヤヴィアク'98 「ヴィエルコポルスキ」

FT17 ヤン トウホのヴァルソヴィエン
FT15 ポロネーズ・ヴィアルスィ(日連'22サマー） ＊曲目・担当は変更することがあります。
FT16 クヤヴィアク・チェルヴォネ・ヤブシコ(日連'19全国） ・デモタイム　(12:00 - 12:10)

・デモタイム　(15:15 - 15:25)
・ランチタイム (12:10 - 12:40) 

・パート　4 (15:25 - 16:00) 担当：仙台ポルスキ－タンツ ・ランチタイム・フリー 　(12:40 - 13:00) 
17 ヴォイチックのポロネーズ'93 №2 FT18 ヴォイチックのポロネーズ '01 №1

「シラダミ・リツェジ」  「モニュスコ」
18 パニエ・ミハレ(M)(日連'17全国) FT19 ヴォイチックのクラコヴィアク '99 
19 エヴァのクヤヴィアク'14 「フスポムニェニェ ス オイツォーヴァ」

FT20 ヤン トウホのクヤヴィアク '12
20 ヴィカ(M)(日連'92全国) FT21 ヴォイチックのオベレック '99
21 シュワ・ジェヴェチカ(日連'07巡回) 「ヴィオ ニェ ヴィオ」

※22 ヴィスワのククウェチカ(M) FT22 ヤン トウホのクヤヴィアク 2018
FT23 ヤン トウホのハルカのマズール

・懇親会 (17:30 - 19:30)  リクエスト曲 (ポーランド曲以外でもＯＫ)
      リクエスト希望の方は曲をご持参ください

後 援：

2022 ポーランドダンスの祭典 in 関西 パーティープログラム 

第1日目（11月27日㈰）プログラム 第2日目（11月28日㈪）プログラム 

みんなでデモ！　「ナシェ・フレブネ」

　　「ジェロネ・ヴィエジヴィ」(＝イェジビィ日連'17サマー)

京都府フォークダンス連盟大阪フォークダンス連盟 兵庫県フォークダンス連盟(申請中)和歌山県フォークダンス連盟


