「2022 ポーランドダンスの祭典 in 関西」
ご案内
が来日！
「ワークショップ」と「ダンス公演」を披露します。
併せて、3 年ぶりに「ポーランドダンス・パーティー」を開催、
秋の京都でポーランドの踊りをご一緒に楽しみませんか！
① ポーランドダンスのワークショップ
・日 時：2022 年 11 月 26 日（土） 13：00～16：00
・場 所：ウィングス京都 4 階 スポーツルーム
ポロネーズ
・参加費：￥3，000
・内 容：舞踊団の指導者によるポロネーズ、クヤヴィアク、ワルツの講習

② コンテンポラリー・ダンス公演
・日 時：2022 年 11 月 27 日（日） 10：00～11：30
・場 所：ウィングス京都 2 階 イベントホール
・参加費：￥0 無料！
FOLK SOLUTION
・内 容：「FOLK SOLUTION」～民族舞踊にインスパイアされた現代舞踊～
2018 パーティ風景

③ ポーランドダンス・パーティー
・日 時：2022 年 11 月 2７日（日） 13:30～16:30
11 月 28 日（月） 10:00～15:00
・場 所：ウィングス京都 4 階 スポーツルーム
・参加費：￥1，000(11/27)、 ￥1，500(11/28)
・内 容：ポーランドの民族舞踊を踊ります！《ミニコール・見本付》

【申込先 ・問合せ 】 竹山 進一郎 ℡ ・ fax 06-6762-2770
afarb900@oct.zaq.ne.jp
今井 秀樹 ℡・ fax 0774-24-1540
h_imai_fd@zb3.so-net.ne.jp
＊コロナ感染対策のため、感染防止のマナー(検温、マスク着用、手指消毒)をお願いします。
＊過密を防ぐため、定員超で申込受付ができない場合がありますので、ご留意ください。
≪会場アクセス≫ 京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262
地下鉄「四条駅」
「阪急烏丸駅」
〔20〕番出口より徒歩５分

【主 催】 日本・ポーランド民族舞踊友好協会
【後 援】

大阪フォークダンス連盟

☎075-212-7470

一般来館者用の駐車場はありません。

関西ポーランドダンス愛好会「クラコ」

和歌山県フォークダンス連盟

京都府フォークダンス連盟
兵庫県フォークダンス連盟(申請中)

2022 ポーランドダンスの祭典 in 関西 開催要項
2022/10/1
この秋、ポーランド国立合唱民族舞踊団「シロンスク」と日本・ポーランド民族舞踊友好
協会の共催で、舞踊団の「コンテンポラリーダンス公演」と「ワークショップ」を、引き続き
3 年ぶりに「ポーランドダンスパーティー」を開催いたします。
各パート は ミニコールや見本付きですので、ポーランドダンス愛好家の皆さんは
もちろん、普段あまりポーランドダンスに馴染みのない方にも楽しんでいただけること
と思います。 またデモンストレーションも予定していますので、 是非この機会に
多くの方々にご参加いただければ幸いです。 秋の京都で皆さまと共に踊れますように！
開催要項は以下の通りです。
共 催 : ポーランド国立合唱民族舞踊団「シロンスク」、日本・ポーランド民族舞踊友好協会
主 管 ： 関西ポーランドダンス愛好会「クラコ」
後 援 :
京都府フォークダンス連盟
大阪フォークダンス連盟、 和歌山県フォークダンス連盟、 兵庫県フォークダンス連盟（申請中）

日 時 : 2022 年 11 月 26 日(土) 13:00～11 月 28 日(月) 15:30 終了
会 場 : ウィングス京都 （京都市男女共同参画センター）
https://www.wings-kyoto.jp/
定 員 : 100 名 (宿泊は各自で近隣のホテルを予約願います)
内容、タイムスケジュール：
9:00

11/26
（土）

10:00

11:00

12:00

13:00

昼食を済ませてご集合ください

11/27
（日）

開場 受付 （イベントホール）

11/28
（月）

開場 受付

舞踊団公演

9:30

ポーランドダンス
パーティ ②

10:30

11:30

14:00

昼食
各自

受付

17:00

ポーランドダンスパーティ
① （スポーツルーム）

解散

13:30

14:30

18:00

19:00

20:00

舞踊団リハーサル
解散

ポーランドダンスパーティ
② （スポーツルーム）

12:30

16:00

シロンスク舞踊団
ワークショップ
（スポーツルーム）

受付

移動・
昼食各自

15:00

舞踊団との
レセプション

友好協会会議

移動

解散

15:30

懇親会

21:00

解散

解散

気を付けてお帰りください！

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

申込方法 : 別紙の申込書に記入の上、Fax.又は Email にて送付願います。
又は、左記の QR コードから、Google Form にて、申し込みください

【申込先 ・問合せ 】 竹山 進一郎 ℡ ・ fax 06-6762-2770
今井 秀樹
℡ ・ fax 0774-24-1540

afarb900@oct.zaq.ne.jp
h_imai_fd@zb3.so-net.ne.jp

≪会場アクセス≫ ウィングス京都
京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262 ☎ 075-212-7470
JR 京都駅より地下鉄利用と徒歩で 15 分程度（各駅より徒歩５分）
・地下鉄「烏丸御池駅」〔5〕番出口
・地下鉄「四条駅」、阪急「烏丸駅」〔20〕番出口
・自家用車の場合、 会場には一般来館者用の駐車場はありません。
会場付近のパーキングを利用ください。
★会場周辺は京都中心部の繁華街で、近くには沢山のホテルや飲食店が
あります。 また錦市場、六角堂、新京極など観光できます！！

振込先： ゆうちょ銀行 店名 四五八 店番 458 普通 0499252 義田美根子（ヨシダミネコ）
※参加申込と参加費払込の両方が行われた時点で正式の申込として受理します。
申込期限 : 2022 年 11 月 10 日（木）

但し、定員に達した時点で締め切りとなります。

【お願い事項】
＊1.申し込みは、ペア用又はサークル用の用紙、若しくは Google Form をご使用ください。
＊2.極力、ペア(女・女カップル OK)での申し込みをお願いします。
＊3.コロナ禍の状況が継続しており、参加にあたっては、健康管理とワクチン接種をお願いします。
また、常に感染防止のマナー(検温、マスク着用、手指消毒)をお願いします。
＊4.過密を防ぐため、定員超で申込受付ができない場合がありますので、ご留意ください。
＊5.舞踊団とのレセプションは、開始時間が遅くなるため、理事及び関係者のみで行います。
＊6.懇親会の内容は、前半は黙食での食事とし、アルコールの提供は乾杯程度に致します。
後半はマスク着用で FD 曲を踊るようにして、コロナウイルス感染を防止したいと思います。

参加費・申込書 :

2022 ポーランドダンスの祭典 in 関西 参加申込書（ペア用）
氏名①

様

氏名②
代表者住所

様

所属サークル
所属サークル

〒
携帯Tel：

日程

内容

参加費

11月26日
（土曜日）

ワークショップ

¥3,000

舞踊団とのレセプション

¥5,500

舞踊団公演

¥0

ポーランドダンスパーティ①

¥1,000

懇親会

¥5,000

11月28日
（月曜日）

ポーランドダンスパーティ②

¥1,500

全日通し

パーティ見学

¥500

11月27日
（日曜日）

合 計

該当欄に〇印
氏名①
氏名②

円

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
午前

午後

・パート 1
1
2
3

「FOLK SOLUTION」公演
シロンスク民族合唱舞踊団
ポーランドダンス・パーティー
・ストレッチ
・歓迎デモ
・挨拶

2022/11/27,28
関西ポーランドダンス愛好会「クラコ」

第2日目（11月28日㈪）プログラム

第1日目（11月27日㈰）プログラム

(10:00 - 10:30)
担当：”Do”
ポヴィタル二ィ・ポロネーズ
エバのヴァルツ・クリニッツィ
ヤン トウホのチェシニョク

FT4 ヴォイチックのヴァルチック '00
「ロズヴァルスキ」
FT5 ヴォイチックのクヤヴィアク '95 №1
「オメイ マトゥーリ」

(13:30 -)

・パート 2

・パート 1 (13:50 - 14:10)
担当： クラコ
1 ソブートゥキー(日連'14サマー)
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)
4 ヤントウホのポロネーズ№2(M)(日連'13サマー)

(10:30 - 11:00) 担当：川上副会長

◎ 講習タイム

FT6 モイのクヤヴィアク
FT7 ヴォイチックのマズール '89 №3
「ナ ボク ズ ドロギ」

・パート 2 (14:15 - 14:45)
担当：”Sobota”
5 ショット・マジャール(ヤン・トウホ日連'18全国）
6 ウポミネク・ドラ・チエビエ(日連'09サマー)
7 ルブリン・ワルツ(M)(日連'18巡回）
8 ワルツ・ウワンスキ(日連'20巡回）

・パート 3
8
9
10

FT 9 ヘイナ・モシチェ(ヤン・トウホ日連'1９巡回）
FT10 マレックのクヤヴィアク'96「ラウラ・イ・フィロン」

(11:00 - 11:30)
担当：クラコ
ガイクのポロネーズ
ショパンのクヤヴィアク
ショパンのマズール

FT11 ヤン トウホのヴァルツ・ポルカマズルカ
FT12 ヤン トウホのクラコヴィアク '18

・パート 3 (14:45 - 15:15)
担当：クラコ
11 ポロネーズ・ウロチスティ(日連60周年）
12 ヴォイチックのクヤヴィアク'99 №2
「マロヴァニ・ズヴァン」
13 ヴァルチック・ゲンシヴォドン(日連'06巡回)
14 ポルカ・ルベルスカ(日連'20全国）

・パート 4 (11:30 - 12:00) 担当： マズール研（板橋）
13 マレックのポロネーズ
14 アダのクヤヴィアク №3
15 ヴォイチックのクラコヴィアク '91
FT16 ヴルブレフスキのクヤヴィアク'98
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）
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)

Rev.2.1

・パート 5

(13:00 - 13:30)

担当：門間会長

◎ 講習タイム
みんなでデモ！ 「ナシェ・フレブネ」

・パート 6
24
25
26

(13:30 - 14:00) 担当：クラコ
ヴォイチックのクヤヴィアク'85 №１「シュミオン ツィ ラス」
ヴォイチックのポロネーズ'91 №１「ルドヴィ」
カーチーフス・クヤヴィアク

FT27 ヴォイチックのマズール '97「スウォミヤネ ストラフィ」
FT28 ザ ダンス オブ ロマンス
・パート 7 (14:00 - 14:30) 担当：ネットマズルカ
29 ヴォイチックのポロネーズ '93 №1
「フ スターリム ザムク」
30 ヤン・トウホのスタロミェシチェ
31 マレックのミリタリーワルツ
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」
・パート 8
34
35
36

(14:30 - 15:00)
担当： 彩たま
ヤン・トウホのオドウ・ブチカ・ド・ブチカ '16
ルブーベクのシュタイエレク(M)
ヴォイチックのクヤヴィアク '93 №2
「ユシュ ニエ ベンジェシェ モヨン」
37 オレンデル(M)
38 ヴォイチックのポロネーズ '91 №2
「ヴィエルコポルスキ」

＊曲目・担当は変更することがあります。

・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
17 ヴォイチックのポロネーズ'93 №2
「シラダミ・リツェジ」
18 パニエ・ミハレ(M)(日連'17全国)
19 エヴァのクヤヴィアク'14
「ジェロネ・ヴィエジヴィ」( ＝イェジビィ 日連'17サマー)
20 ヴィカ(M)(日連'92全国)
21 シュワ・ジェヴェチカ(日連'07巡回)
※22 ヴィスワのククウェチカ(M)

・ランチタイム・フリー (12:40 - 13:00)
FT18 ヴォイチックのポロネーズ '01 №1
「モニュスコ」
FT19 ヴォイチックのクラコヴィアク '99
「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
FT21 ヴォイチックのオベレック '99
「ヴィオ ニェ ヴィオ」
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：

大阪フォークダンス連盟

和歌山県フォークダンス連盟

京都府フォークダンス連盟

兵庫県フォークダンス連盟(申請中)

