西校 １・２・３月

2019年1月～3月

MIKI・ファニット

スケジュール
※スケジュールは変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

月
10:30

体育ファニット ホップ
（2才半～3才）
島津

親子ファニット
（1.2才 親子）

10：20～11：10
11:00

水

火
島津

10：20～11：10

親子ファニット
（1才 親子）

木

金

土

親子ファニット
（2才 親子）

柴尾

10：20～11：10

島津

10：20～11：10

■1 月6.20.27 日

■1 月7.14.21 日

■1 月8.15.22 日

■1 月10.17.24 日

■1 月4.11.18.25 日

■2 月3.17.24 日

■2 月4.18.25 日

■2 月5.19.26 日

■2 月7.14.21 日

■2 月1.15.22.29 日

■3 月2.16 日

■3 月3.10.17 日

■3 月4.18 日

■3 月6.13 日

■3 月7.14.21 日

ベビーファニット

体育ファニット ホップ
（2才半～3才）
11：40～12：30

（おすわり～歩行完了期）
11：40～12：30

島津

■1 月7.14.21 日

島津

■1 月20 日
12:30

島津

10：10～11：00

11:30

12:00

日

チアダンス ホップ
（2才半～年少）

■2 月17 日
■3 月16 日

ベビーファニット
（おすわり～歩行完了期）
11：40～12：30

■2 月4.18.25 日

■1 月8 日

■3 月3.10.17 日

■2 月5 日

3/10のレッスンは、
12/17分の振替です。

柴尾

■3 月4 日

アンチ
エイジング

岩坪

体育ファニット ホップ
（2才半～3才）

チアダンス ステップ
（年中～）
11：20～12：10

島津

11：30～12：20

■1 月4.11.18.25 日

休講中

■2 月1.15.22.29 日

11：40～12：40
■1 月16.30 日
■2 月13.27 日
■3 月12.26 日

■3 月7.14.21 日

チアダンス ジャンプ
（1年生～）
12：30～13：30

山口

■1 月4.11.18.25 日

13:00

■2 月1.15.22.29 日
■3 月7.14.21 日
13:30

太刀山
中道

チアダンス ジュニア
（4年生～）
山口

グランチアスターズ

14:00

13：40～14：40

13：30～15：00
■1 月14.28 日
■2 月4.18 日
■3 月10.24 日

14:30

グランチア

岩坪

14:00～15：00

チアダンス ホップ
（2才半～年少）

体育 ホップ（苦手克服）

（2才半～）

島津

15：30～16：20

16:00

16:30

体育 ホップ（苦手克服）

（2才半～）

島津

15：30～16：20

■1 月9.16.23.30 日

■1 月10.17.24.31 日

■2 月6.13.20 日

■2 月7.14.21 日

■3 月2.9.16 日

■3月3.10.17日

■3 月5.12.19 日

■3 月6.13.20 日

チアダンス ステップ
（年中～）
小田

体育ジャンプ（苦手克服）

（年長～小学生）
16：35～17：35

■1 月6.13.20.27 日

ヒップホップ
初級

■2 月3.17.24 日

小金丸

17：00～17：50

川内田

チアダンス ステップ
（年中～）
16：35～17：25

一ノ宮

■1 月9.16.23.30 日

■1 月10.17.24.31 日

■2 月6.13.20 日

■2 月7.14.21 日

■3 月5.12.19 日

■3 月6.13.20 日

■1 月8.15.22.29 日

チアリーディング

17：40～18：40

17：40～18：40

前山

■1 月6.13.20.27 日

■1 月7.14.21.28 日

■2 月3.17.24 日

■2 月4.18.25 日

■3 月2.9.16 日

■3 月3.10.17 日

■2 月5.19.26 日

チアダンス ジャンプ
（1年生～）

■3 月4.11.18 日

ヒップホップ
中級

小金丸

18：00～19：00
■1 月8.15.22.29 日

18:30

チアダンス ジュニア
（4年生～）
山口
18：50～19：50
■1 月6.13.20.27 日
■2 月3.17.24 日

20:00

島津

■2月4.18.25日

チアダンス ジャンプ
（1年生～）
山口

19:30

チアダンス ホップ
（2才半～年少）
15：30～16：20

■1 月7.14.21.28 日

17:30

19:00

川内田

■2 月3.17.24 日

■3 月2.9.16 日

18:00

■3 月7.14.21 日

■1 月6.13.20.27 日

16：35～17：25
17:00

■2 月1.15.22.29 日

■3 月6.20 日

■3 月12.26 日

15：30～16：20

前山

チアリーディング
選手クラス
FUNNIT STARS

■2 月5.19.26 日

17：50～18：50

小田

■1 月9.16.23.30 日
■2 月6.13.20 日

チアダンス ジャンプ
（1年生～）
一ノ宮

17：40～18：40

■1 月10.17.24.31 日
■2 月7.14.21 日

■3 月4.11.18 日

18：50～20：20

体育ジャンプ（苦手克服）

（年中～小学生）
17：30～18：30

柳原

■1 月11.18.25 日
■2 月15.29 日
■3 月7.21 日

■3 月6.13.20 日

1月は12月分の振替のため、
レッスン3回となります

■3 月5.12.19 日

■3 月2.9.16 日

グランチア

■1 月4.11.18.25 日

■2 月7 日

■2 月6.27 日

15:30

太刀山

■1 月10.17.24 日

■1 月16.30 日

15:00

グランチア
14:00～15：00

チアダンスジュニア
（4年生～）
一ノ宮

18：50～19：50

■1 月10.17.24.31 日

■退会届
1月末：12月26日（木）
2月末：1月31日（金）
3月末：2月29日（土）
■変更届
2月～：12月26日（木）
3月～：1月31日（金）
4月～：2月29日（土）

■2 月7.14.21 日
■3 月6.13.20 日

■休会届
2月～：12月26日（木）
3月～：1月31日（金）
4月～：2月29日（土）

太刀山

20：00～21：00
■1 月6.20.27 日
■2 月3 日
■3 月9.23 日

スクールからのお願い
■振替・ご予約

お問い合わせ・ご連絡先

レッスンの振替、月二回会員様のご予約は、前日の午後6時までとなります。
お早目のご予約をお願い致します。
※ご予約状況により、ご受講頂けない場合がございます。
※レッスンの振替は前後1ヶ月以内とさせていただきます。

福岡伊都校

■送迎

〒819-0379 福岡市西区北原1−2−1
イオンモール福岡伊都店３階

送迎はスクール前の通路を塞ぐ事の無いよう速やかにお願いします。
スクール以外のベンチ等の利用に関しては、他のお客様の迷惑にならないようご配慮下さい。
西校１階のバッティングセンターのベンチは利用できません。

建物前の道路は駐車禁止。停車もご遠慮ください。駐車場は、ウエストコート内をご利用ください。

■注意事項
※スクール内での食事（お菓子など含む）は禁止です。
※会員同士での物のやり取り（お菓子交換など）についてのトラブルは、スクールでは一切責任を負いま
せん。

TEL：092-405-6644
福岡西校

TEL:092-407-2530
〒819-0005福岡市西区内浜1−7−2
西部スポーツガーデン２階

