
  13  13  13  13////7777////2014201420142014〔〔〔〔星期日星期日星期日星期日〕〕〕〕             3:15 ~ 8:00 pm            3:15 ~ 8:00 pm            3:15 ~ 8:00 pm            3:15 ~ 8:00 pm     慈雲山社區中心    慈雲山社區中心    慈雲山社區中心    慈雲山社區中心〔〔〔〔樂歡樓樂歡樓樂歡樓樂歡樓〕〕〕〕

1)1)1)1) 多美麗多美麗多美麗多美麗 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 32)32)32)32) 藍色多瑙河 藍色多瑙河 藍色多瑙河 藍色多瑙河 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 63)63)63)63) 腳踏車華士 腳踏車華士 腳踏車華士 腳踏車華士 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕
2)2)2)2) 皇后來了皇后來了皇后來了皇后來了 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 33)33)33)33) 蘭蘭之舞 蘭蘭之舞 蘭蘭之舞 蘭蘭之舞 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 64)64)64)64) 燕    碧 燕    碧 燕    碧 燕    碧 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
3)3)3)3) 卡噹慈卡噹慈卡噹慈卡噹慈 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 34)34)34)34) 以我全心以我全心以我全心以我全心 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 65)65)65)65) 風中紅花風中紅花風中紅花風中紅花 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
4)4)4)4) 成功人士成功人士成功人士成功人士 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 35)35)35)35) 寂寞之心寂寞之心寂寞之心寂寞之心 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 66)66)66)66) 藤    籃藤    籃藤    籃藤    籃 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
5)5)5)5) 夜的心 夜的心 夜的心 夜的心 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 36)36)36)36) 白色馬珠兒 白色馬珠兒 白色馬珠兒 白色馬珠兒 **** 〔〔〔〔波    蘭波    蘭波    蘭波    蘭〕〕〕〕 67)67)67)67) 藍色的山 藍色的山 藍色的山 藍色的山 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
6)6)6)6) 星與花 星與花 星與花 星與花 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 37)37)37)37) 五彩繽紛 五彩繽紛 五彩繽紛 五彩繽紛 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 68)68)68)68) 勇士舞 勇士舞 勇士舞 勇士舞 **** 〔〔〔〔波    蘭波    蘭波    蘭波    蘭〕〕〕〕
7)7)7)7) 逃跑恰恰逃跑恰恰逃跑恰恰逃跑恰恰                                                      〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 38)38)38)38) 格魯吉亞戰士格魯吉亞戰士格魯吉亞戰士格魯吉亞戰士 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 69)69)69)69) 總有你鼓勵總有你鼓勵總有你鼓勵總有你鼓勵 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕
8)8)8)8) 金色華爾滋金色華爾滋金色華爾滋金色華爾滋 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 39)39)39)39) 美麗的大地美麗的大地美麗的大地美麗的大地 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 70)70)70)70) 振奮吧振奮吧振奮吧振奮吧！！！！ 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
9)9)9)9) 只在以色列只在以色列只在以色列只在以色列 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 40)40)40)40) 摩登舞會摩登舞會摩登舞會摩登舞會 〔〔〔〔羅馬尼亞羅馬尼亞羅馬尼亞羅馬尼亞〕〕〕〕 71)71)71)71) 夜蘭人靜夜蘭人靜夜蘭人靜夜蘭人靜 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
10)10)10)10) 風流寡婦 風流寡婦 風流寡婦 風流寡婦 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 41)41)41)41) 最後華士 最後華士 最後華士 最後華士 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 72)72)72)72) 馬珠兒二號 馬珠兒二號 馬珠兒二號 馬珠兒二號 **** 〔〔〔〔波    蘭波    蘭波    蘭波    蘭〕〕〕〕
11)11)11)11) 龍飛鳳舞 龍飛鳳舞 龍飛鳳舞 龍飛鳳舞 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 42)42)42)42) 愛曲難忘 愛曲難忘 愛曲難忘 愛曲難忘 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 73)73)73)73) 探戈舞會 探戈舞會 探戈舞會 探戈舞會 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕
12)12)12)12) 思    戀 思    戀 思    戀 思    戀 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 43)43)43)43) 山蔭道上山蔭道上山蔭道上山蔭道上 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 74)74)74)74) 張開你的眼張開你的眼張開你的眼張開你的眼 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
13)13)13)13) 銀翼飛飛銀翼飛飛銀翼飛飛銀翼飛飛 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 44)44)44)44) 初戀的地方初戀的地方初戀的地方初戀的地方 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 75)75)75)75) 小妹妹小妹妹小妹妹小妹妹 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
14)14)14)14) 我們曾經年輕我們曾經年輕我們曾經年輕我們曾經年輕                              〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 45)45)45)45) 真善美 真善美 真善美 真善美 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 76)76)76)76) 紅磨坊 紅磨坊 紅磨坊 紅磨坊 ######## 〔〔〔〔蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭〕〕〕〕
15)15)15)15) 三月桃花 三月桃花 三月桃花 三月桃花 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 46)46)46)46) 心心相印 心心相印 心心相印 心心相印 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 77)77)77)77) 第五十一師 第五十一師 第五十一師 第五十一師 ######## 〔〔〔〔蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭〕〕〕〕
16)16)16)16) 生命的生命的生命的生命的————刻 刻 刻 刻 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 47)47)47)47) 我愛你我愛你我愛你我愛你 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 78)78)78)78) 以色列以色列以色列以色列．．．．以色列以色列以色列以色列 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
17)17)17)17) 蜜糖與牛奶蜜糖與牛奶蜜糖與牛奶蜜糖與牛奶 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 48)48)48)48) 阿里郎阿里郎阿里郎阿里郎 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 79)79)79)79) 潑水舞潑水舞潑水舞潑水舞 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
18)18)18)18) 山谷圓環舞山谷圓環舞山谷圓環舞山谷圓環舞 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 49)49)49)49) 藝術家的生涯 藝術家的生涯 藝術家的生涯 藝術家的生涯 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 80)80)80)80) 天長地久 天長地久 天長地久 天長地久 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
19)19)19)19) 方形探戈 方形探戈 方形探戈 方形探戈 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 50)50)50)50) 短暫相聚 短暫相聚 短暫相聚 短暫相聚 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 81)81)81)81) 那瑪小姐 那瑪小姐 那瑪小姐 那瑪小姐 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
20)20)20)20) 直至最後 直至最後 直至最後 直至最後 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 51)51)51)51) 小山丘小山丘小山丘小山丘 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 82)82)82)82) 吉卜賽狂歡吉卜賽狂歡吉卜賽狂歡吉卜賽狂歡 〔〔〔〔羅馬尼亞羅馬尼亞羅馬尼亞羅馬尼亞〕〕〕〕

21)21)21)21) 莉    雅莉    雅莉    雅莉    雅 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 52)52)52)52) 盛裝的女孩盛裝的女孩盛裝的女孩盛裝的女孩 〔〔〔〔克羅地亞克羅地亞克羅地亞克羅地亞〕〕〕〕 83)83)83)83) 棋    子棋    子棋    子棋    子 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕
22)22)22)22) 想念你想念你想念你想念你 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 53)53)53)53) 的多迷你的多的多迷你的多的多迷你的多的多迷你的多 〔〔〔〔馬其頓馬其頓馬其頓馬其頓〕〕〕〕 84)84)84)84) 也門新娘 也門新娘 也門新娘 也門新娘 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
23)23)23)23) 可愛的森巴 可愛的森巴 可愛的森巴 可愛的森巴 **** 〔〔〔〔美    國美    國美    國美    國〕〕〕〕 54)54)54)54) 白色的秋天 白色的秋天 白色的秋天 白色的秋天 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 85)85)85)85) 夜傾情 夜傾情 夜傾情 夜傾情 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
24)24)24)24) 齊瓦哥醫生 齊瓦哥醫生 齊瓦哥醫生 齊瓦哥醫生 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕 55)55)55)55) 跟我走吧 跟我走吧 跟我走吧 跟我走吧 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 86)86)86)86) 酒    祭酒    祭酒    祭酒    祭 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
25)25)25)25) 金色小麥金色小麥金色小麥金色小麥 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 56)56)56)56) 謝謝你謝謝你謝謝你謝謝你 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 87)87)87)87) 杜拿托里杜拿托里杜拿托里杜拿托里                         跳躍舞跳躍舞跳躍舞跳躍舞 〔〔〔〔匈牙利匈牙利匈牙利匈牙利〕〕〕〕
26)26)26)26) 撒巴斯之歌撒巴斯之歌撒巴斯之歌撒巴斯之歌 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 57)57)57)57) 鐘鼓雷嗚鐘鼓雷嗚鐘鼓雷嗚鐘鼓雷嗚 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 88)88)88)88) 詩般的夢幻 詩般的夢幻 詩般的夢幻 詩般的夢幻 **** 〔〔〔〔自自自自　　　　編編編編〕〕〕〕
27)27)27)27) 十三十四 十三十四 十三十四 十三十四 ######## 〔〔〔〔蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭〕〕〕〕 58)58)58)58) 農民舞 農民舞 農民舞 農民舞 ######## 〔〔〔〔德    國德    國德    國德    國〕〕〕〕 89)89)89)89) 浪漫情歌 浪漫情歌 浪漫情歌 浪漫情歌 **** 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
28)28)28)28) 愛爾蘭流浪者 愛爾蘭流浪者 愛爾蘭流浪者 愛爾蘭流浪者 ######## 〔〔〔〔蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭蘇格蘭〕〕〕〕 59)59)59)59) 小風車 小風車 小風車 小風車 #### 〔〔〔〔拉脫維亞拉脫維亞拉脫維亞拉脫維亞〕〕〕〕 90)90)90)90) 手足情手足情手足情手足情 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
29)29)29)29) 哈得利哈得利哈得利哈得利 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 60)60)60)60) 愛在明眸中愛在明眸中愛在明眸中愛在明眸中 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 91)91)91)91) 倒    霉倒    霉倒    霉倒    霉 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
30)30)30)30) 孤    寂孤    寂孤    寂孤    寂 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 61)61)61)61) 歌    聲歌    聲歌    聲歌    聲 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 92)92)92)92) 希望華爾滋希望華爾滋希望華爾滋希望華爾滋 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕
31)31)31)31) 天與地天與地天與地天與地 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕 62)62)62)62) 華拉斯高華拉斯高華拉斯高華拉斯高 〔〔〔〔保加利亞保加利亞保加利亞保加利亞〕〕〕〕 93)93)93)93) 捨不得妳捨不得妳捨不得妳捨不得妳 〔〔〔〔以色列以色列以色列以色列〕〕〕〕


