
※ご自分の在籍クラスをご確認ください。

※5週ある月は変則になりますので特にご注意ください。

★お教室は、12月29日～1月5日までお休みします。

★3月20日は、お教室お休みします。ご了承ください。

水 木 金 土 水 木 金 土

 1 2 3 4  5 6 7 8

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

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

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

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

【夜クラス】フレックス制 【夜クラス】フレックス制 　 第1木曜

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

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

　 8 9 10 11 　 12 13 14 15

【AMクラス】はじめて 10:00～ 　  第1金曜 第1･2土曜 【AMクラス】はじめて 10:00～ 第2金曜 第2土曜

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

【PMクラス】季節の花 13:00～ 第1木曜  第2土曜 【PMクラス】季節の花 13:00～ 第2木曜  第2土曜

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

【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

　 15 16 17 18  19 20 21 22

【AMクラス】はじめて･★SP10:00～ 第2金曜 【AMクラス】はじめて･★SP10:00～ 第3金曜

　　　　　　季節の花･ﾌﾗﾜｰD 10:30～ （真宗） ★SP10:00～ 　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗） ★SP10:00～

【PMクラス】季節の花･ﾌﾗﾜｰD13:00～ 第2木曜  第3土曜 【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第3木曜 第3土曜

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・鈴木) 　　　　　　はじめて 13:30～ (真宗・阿部) (真宗・鈴木)

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

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

【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

　 22 23 24 25 　 26 27 28 29

【AMクラス】はじめて 10:00～ 第3,4金曜  【AMクラス】はじめて 10:00～ 第4金曜

　　　　　　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3,4木曜  第4土曜 【PMクラス】ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 13:00～ 第4木曜 第4土曜

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (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3,4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 　 (真宗・阿部) 　17:45～19:45の間に入室 (真宗・阿部)

【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

水 木 金 土 水 木 金 土

 4 5 6 7  1 2 3 4

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

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

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

【夜クラス】フレックス制 第1木曜 【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・阿部) 　17:45～19:45の間に入室 (真宗・阿部)

【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

　 11 12 13 14 　 8 9 10 11

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

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

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

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

【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

 18 19 20 21  15 16 17 18

【AMクラス】はじめて･★SP10:00～ 【AMクラス】はじめて･★SP10:00～ 第3金曜

　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ 祝日のため ★SP10:00～ 　　　　　　ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 10:30～ （真宗） ★SP10:00～

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

　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） なります。 (真宗・鈴木) 　　　　　　はじめて 13:30～ （真宗） (真宗・鈴木)

【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木曜

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

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

　 25 26 27 28 　 22 23 24 25

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

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

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

【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

レッスンスケジュール（2020年1月～4月）

　

 

【１月】 【２月】

２０２０．１．１０

【３月】 【４月】

　

　

　 　

  

　

 

年末年始12/29～1/5まで
お教室はお休みです。

  

 

  

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。

②振替について・・・・同じ週であれば、レッスン当日の15時迄受付します。

異なる週への振替は、火曜日12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（在籍コースは不可）、

プリザーブドなど資材の購入に充てられます。


