
レッスンスケジュール（1～4月） 

水 木 金 土 水 木 金 土

 3 4 5 6  　 1 2 3

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第1金曜 AM 　 【AMクラス】はじめて 10:00～ 第1金曜 AM 　

　　　　　　季節の花 10:30～ （真宗） 　 　　　　　　季節の花 10:30～ （真宗） 　

【PMクラス】季節の花 13:00～ 　 　 第1土曜 PM 【PMクラス】季節の花 13:00～ 第1木曜 PM 第1土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ 　 　 (真宗・和田) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田)

【夜クラス】フレックス制 　 　 第1木曜PMと夜 【夜クラス】フレックス制 　 第1木曜

　17:45～19:45の間に入室 　 　 （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 　 （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 　 　 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 　 予約制

　 10 11 12 13 　 7 8 9 10

【AMクラス】はじめて 10:00～ 　  第2金曜 AM 第2土曜 AM 【AMクラス】はじめて 10:00～ 　  第2金曜 AM 第2土曜 AM

　　　　　　季節の花 10:30～  （真宗） （真宗） 　　　　　　季節の花 10:30～  （真宗） （真宗）

【PMクラス】季節の花 13:00～ 第2木曜 PM 第2土曜 PM 【PMクラス】季節の花 13:00～ 第2木曜 PM 第2土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） （新井） 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） （新井）

【夜クラス】フレックス制 第1水曜 第2木曜 【夜クラス】フレックス制 第1水曜 第2木曜

　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制

 17 18 19 20  14 15 16 17

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第3金曜 AM  【AMクラス】はじめて 10:00～ 第3金曜 AM  

　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  

【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第3木曜 PM 第3土曜 PM 【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第3木曜 PM 第3土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田)

【夜クラス】フレックス制 ❤第2水曜 第3木曜 【夜クラス】フレックス制 ❤第2水曜 第3木曜

　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制

　 24 25 26 27 　 21 22 23 24

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第4金曜 AM  【AMクラス】はじめて 10:00～ 第4金曜 AM  

　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  

【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第4木曜 PM 第4土曜 PM 【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第4木曜 PM 第4土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (新井) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (新井)

【夜クラス】フレックス制 第3水曜 第4木曜 【夜クラス】フレックス制 第3水曜 第4木曜

　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制

水 木 金 土 水 木 金 土

 7 8 9 10  4 5 6 7

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第1金曜 AM 　 【AMクラス】はじめて 10:00～ 第1金曜 AM 　

　　　　　　季節の花 10:30～ （真宗） 　 　　　　　　季節の花 10:30～ （真宗） 　

【PMクラス】季節の花 13:00～ 第1木曜 PM 第1土曜 PM 【PMクラス】季節の花 13:00～ 第1木曜 PM 第1土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田)

【夜クラス】フレックス制 第1水曜 第1木曜 【夜クラス】フレックス制 第1水曜 第1木曜

　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制

　 14 15 16 17 　 11 12 13 14

【AMクラス】はじめて 10:00～ 　  第2金曜 AM 第2土曜 AM 【AMクラス】はじめて 10:00～ 　 第2金曜 AM 第2土曜 AM

　　　　　　季節の花 10:30～  （真宗） （真宗） 　　　　　　季節の花 10:30～ （真宗） （真宗）

【PMクラス】季節の花 13:00～ 第2木曜 PM 第2土曜 PM 【PMクラス】季節の花 13:00～ 第2木曜 PM 第2土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） （新井） 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） （新井）

【夜クラス】フレックス制 ❤第2水曜 第2木曜 【夜クラス】フレックス制 ❤第2水曜 第2木曜

　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制

 21 22 23 24  18 19 20 21

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第3金曜 AM  【AMクラス】はじめて 10:00～ 第3金曜 AM  

　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  

【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第3木曜 PM 第3土曜 PM 【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第3木曜 PM 第3土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・和田)

【夜クラス】フレックス制 　 第3木曜 【夜クラス】フレックス制 第3水曜 第3木曜

　17:45～19:45の間に入室 　 （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 　 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制

　 28 29 30 31 　 25 26 27 28

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第4金曜 AM  【AMクラス】はじめて 10:00～ 第4金曜 AM  

　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗）  

【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第4木曜 PM 第4土曜 PM 【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第4木曜 PM 第4土曜 PM

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (新井) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (新井)

【夜クラス】フレックス制 第3水曜 第4木曜 【夜クラス】フレックス制 　 第4木曜

　17:45～19:45の間に入室 (阿部) （真宗） 　17:45～19:45の間に入室 　 （真宗）

【ナイトクラス】20:30～22:00 予約制 予約制 【ナイトクラス】20:30～22:00 　 予約制

　レッスン日について　
　1月　①第1金曜クラスはありません。
　　　 ②第1木曜ＰＭクラスと夜クラスは、1/5(金)夜のレッスンです。
　

　　　　　

　　　　　　　　 　

  

　  

  

  

【３月】
　

【４月】
　

  

 

  

  

  

【１月】
　

【２月】
　

  

①花材の発送について・・・・当日発送ご希望の場合は、15時迄にご連絡

ください。

💛第2水曜は、「Happy Wednesday」です。この日にレッスンを受けると

1ポイント差し上げます。10ポイントになると1,000円として、レッスン代

祝日

レッス


