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乳幼児リトミック 9:15
9:15-10:00 特別レッスン 9:30

0-2歳 9:45
演技 ジャズ 10:00

10:00-11:15 特別レッスン 特別レッスン 10:00-11:00 演技 10:15
中上級 10:00-11:30 10:00-11:30 初級α（⾼学年） 10:10-11:10 10:30

藤川和彦 ⼤村奈央 初級β（低学年） 10:45
＊不定期開講 ＊不定期開講 kittyバレエ 歌 太⽥浩⼈ 11:00

11:00-11:45 11:05-12:05 ジャズ 11:15
バレエ 初級 加藤くるみ 初級α（⾼学年） 11:15-12:15 11:30

11:30-12:45 ⻄島美⼦ 初級β（低学年） 11:45
フリー 特別レッスン 特別レッスン kittyミュージカル ⼤村奈央 12:00

中村瑛⼈ 11:45-13:15 11:45-13:15 11:55-12:40 12:15
⼊⾨ 圓⼭佳菜 kitty歌 バレエ 12:30

＊不定期開講 Ｆクラブ ＊不定期開講 kittyミュージカル 12:35-13:20 12:30-13:30 歌 12:45
お預かり時間 12:50-13:35 諸橋佳耶⼦ 初級α（⾼学年） 12:40-13:40 13:00
12:45-19:00 初級 圓⼭佳菜 ⽠⽣遥花 初級β（低学年） 13:15

延⻑可 kittyジャズ 演技 ⻄島美⼦ 13:30
バレエ 男性講師 13:25-14:10 13:35-14:35 バレエ 13:45

Ｆクラブ Ｆクラブ 13:50-15:05 諸橋佳耶⼦ 初級α（⾼学年） 13:45-14:45 14:00
お預かり時間 お預かり時間 初中級 太⽥浩⼈ 初級β（低学年） 14:15
14:00-19:00 14:00-19:00 樋⼝祐輝 Jr.ミュージカル ⽠⽣遥花 14:30

延⻑可 延⻑可 14:20-15:20 14:45
⼊⾨ 演技 15:00

バレエ ジャズ ⽵⽥麗那 15:00-16:00 15:15
15:15-16:15 kitty体操 15:10-16:25 Jr.ミュージカル 初中級① 15:30

⾔葉のちから① Ｆクラブ（第2） 15:30-16:15 初中級 15:30-16:30 藤川和彦 15:45
15:50-16:50 村上侑希 脇⽥伸悟 須⽥綾乃 初級 バレエ 歌 16:00

演技 諸橋佳耶⼦ ジャズ① ⽵⽥麗那 16:05-17:05 16:05-17:05 16:15
16:15-17:00 ソング＆ダンス そろタッチ① ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｸﾄ 16:15-17:15 初中級① 初中級① 16:30
⼊⾨ 藤川和彦 16:30-17:15 16:30-17:20 16:30-17:30 Ｆクラブ（第2） ジャズ 歌 選抜① 加藤くるみ ⻄島美⼦ 16:45

⾔葉のちから② 初級 相川忍 清⽔志緒 初級 ⼤村奈央 16:40-17:55 16:45-18:00 17:00
歌 17:00-18:00 ⻲⼭敬佑 中級 （⾼学年以上） バレエ 演技 17:15

17:05-18:05 諸橋佳耶⼦ ジャズ (表現⼒) そろタッチ② （⾼校⽣以上） 鈴⽊喬⼦ 17:20-18:20 17:20-18:20 17:30
初級 17:30-18:30 17:30-18:20 タップ 須⽥綾乃 初中級② 初中級② 17:45

奥⽥久美⼦ 初級 清⽔志緒 17:45-19:00 演技 選抜① 加藤くるみ 藤川和彦 18:00
演技 相川忍 演技 初級 歌 選抜② 18:05-19:20 18:15

18:10-19:10 バレエ 18:15-19:30 ⼯藤早弥花 18:15-19:30 （⾼学年以上） ジャズ 歌 18:30
初級 18:40-19:40 中上級 （中学⽣以上） 藤川和彦 18:30-19:30 18:25-19:25 18:45

藤川和彦 初級 （⾼校⽣以上） 演技＆歌 選抜 タップ 鈴⽊喬⼦ 初中級① 初中級② 19:00
演技online 菊池彩美 藤川和彦 グループレッスン 19:10-20:25 北村毅 ⻄島美⼦ 19:15

歌 19:15-20:15 ＆ 個⼈(⽉２回) (中級) 演技 選抜② 19:30
19:20-20:20 初中級 演技 19:00-20:15 未開講 19:35-20:50 ジャズ 19:45

中級 藤川和彦 19:50-21:05 太⽥浩⼈ （中学⽣以上） 19:40-20:40 20:00
奥⽥久美⼦ 上級 藤川和彦 初中級② 20:15

演技 （⾼校⽣以上） 北村毅 20:30
20:25-21:40 特別レッスン 藤川和彦 特別レッスン 特別レッスン 20:45

中級 20:30-21:45 20:30-21:45 20:30-21:45 21:00
藤川和彦 ＊不定期開講 ＊不定期開講 ＊不定期開講 21:15

21:30
21:45
22:00
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