
     30/5/2021〔星期日〕                   1:10 ~ 5:40 pm                 銅鑼灣社區中心

1) 歌 〔以色列〕 31) 天長地久 * 〔以色列〕 61) 旋律狄布開 〔黎巴嫩〕

2) 火海之地 〔以色列〕 32) 真善美 * 〔自　編〕 62) 池畔舞影 * 〔自　編〕

3) 午夜共舞 〔以色列〕 33) 自由鬥士 〔阿爾巴尼亞〕 63) 擁抱着我 * 〔以色列〕

4) 以色列人 〔以色列〕 34) 天與地 〔以色列〕 64) 藤籃 〔以色列〕

5) 茂林情歌 〔自　編〕 35) 艾琳 〔以色列〕 65) 捨不得你 〔以色列〕

6) 歡樂週末 〔美    國〕 36) 到市鎮之路 〔以色列〕 66) 站在高崗上 〔自　編〕

7) 堅信不移 〔以色列〕 37) 優秀 〔以色列〕 67) 小天鵝 〔俄羅斯〕

8) 悅耳的音符 〔以色列〕 38) 美麗的姑娘 * 〔自　編〕 68) 相簿 〔以色列〕

9) 困惑 * 〔以色列〕 39) 園遊會華士 * 〔荷    蘭〕 69) 情牽你心 * 〔以色列〕

10) 星與花 * 〔自　編〕 40) 愛人五十了 〔以色列〕 70) 五彩繽紛 * 〔自　編〕

11) 安妮摩莉露莤 〔阿爾巴尼亞〕 41) 萬物之靈 〔以色列〕 71) 胡素勒卡 〔烏克蘭〕

12) 凝眸 〔以色列〕 42) 隨心所欲 〔以色列〕 72) 摩西他 〔以色列〕

13) 愛的火花 〔以色列〕 43) 自動機器 # 〔蘇格蘭〕 73) 惦記母親 〔以色列〕

14) 苦戀 * 〔以色列〕 44) 第五十一師 # 〔蘇格蘭〕 74) 美麗的海洋 〔以色列〕

15) 探戈舞會 * 〔自　編〕 45) 一千夜 〔以色列〕 75) 荷塘月色 〔自　編〕

16) 春日時光 〔亞美尼亞〕 46) 真心表白 〔以色列〕 76) 古老的沙哥華 〔保加利亞〕

17) 水中舞 〔以色列〕 47) 阿里巴巴 〔以色列〕 77) 少女美拉卓 〔以色列〕

18) 迷途 〔以色列〕 48) 珍格拉 〔以色列〕 78) 駐顏有術 * 〔以色列〕

19) 高傲的少女 〔以色列〕 49) 特凡斯卡托班卡 〔保加利亞〕 79) 藍色的山 * 〔以色列〕

20) 沉默之聲 * 〔以色列〕 50) 蓮娜小姐 * 〔德    國〕 80) 捷沙圓環 〔羅馬尼亞〕

21) 藝術家的生涯 * 〔自　編〕 51) 那瑪小姐 * 〔以色列〕 81) 烏克蘭小品 〔烏克蘭〕

22) 溫泉山莊 〔馬其頓〕 52) 大快人心 〔以色列〕 82) 唱和跳 〔以色列〕

23) 暢飲 〔以色列〕 53) 張開你的眼 〔以色列〕 83) 遲來的愛 * 〔以色列〕

24) 水之歌 〔以色列〕 54) 伊娜伊娜 〔羅馬尼亞〕 84) 也門新娘 * 〔以色列〕

25) 晶瑩剔透 * 〔以色列〕 55) 藍色探戈 * 〔自　編〕 85) 川流不息 〔以色列〕

26) 心心相印 * 〔以色列〕 56) 嘉連維安娜 * 〔以色列〕 86) 拜訪春天 〔自　編〕

27) 小柳樹 〔羅馬尼亞〕 57) 珍惜好時光 〔以色列〕 87) 少女約威 〔保加利亞〕

28) 月下待杜鵑 〔自　編〕 58) 希望華爾滋 〔以色列〕 88) 金花 〔以色列〕

29) 妙舞翩躚 〔以色列〕 59) 婚禮的祝福 〔以色列〕 89) 歡呼 〔以色列〕

30) 心想事成 〔以色列〕 60) 卡那村的牧人 〔匈牙利〕 90) 幸福人生 〔以色列〕

  翔之社、往日情懷  合辦 ~~ 土 風 舞 同 樂


