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春の足音が聞こえそうですがまだまだ寒い日が続きます。２６年度も後残すところ１ヶ
月。 阿 この１年間みんなよく頑張りましたね。来年度もまたたくさんの思い出をつくりま
しょう。この春卒園、卒業するお友達おめでとうございます！！

今月の日程＆カリキュラム
３月度の授業は２１日（土）までです
２１日（祝土）は平常通りの授業です。
25(水)26(木)･27(金)･ ▽ 春休み短期教室
4 月６日(月) ▽ 平成 2７年度授業開始
2/2３日～ １日 ボール＆ゲーム
２日～ ７日 トランポリン＆鉄棒
９日～１４日 検定の練習
１６日～２１日 検定

お願い
先日の発表会でお配りした
撮影許可証を回収しております。
ご協力お願いいたします。

クラス
未就園児
幼稚園児

曜 日
火・木
月～金
幼稚園児(年少、年中)
土
幼稚園児～小学生
月～金
幼稚園児（年中、年長）
土
月～金
小学生
土
月・火･木・金
専門クラス
土
月・火・木・金
育成・選手クラス
土
バク転クラス
土

時 間
11:00～12:00
2:45～3:45
11:00～12:00
3:30～4:30
1:30～2:30
4:30～5:30
2:30～3:30
5:30～7:00
3:30～7:00
5:30～9:00
3:30～7:00
7:00～8:30

金森

琉優 くん ７日

伊藤

心春 さん 19 日

神崎

羚心 くん 10 日

林田

茉優 さん 21 日

林田

千陽 さん 12 日

小西奈桜美 さん 22 日

池田

桃花 さん 13 日

渡辺かのみ さん 25 日

岡崎

未遥 さん 14 日

白川

陽大 くん 29 日

響

健悟 くん 17 日

喜多

笑喜 くん 30 日

●Ｈ２７年度第Ⅰ期分会費・年会費について
●
Ｈ27 年度の授業時間割は左記の通りです。
Ｈ2７年度(４月より)継続の方は会費袋で
第 Ⅰ 期 分 会 費 ( 週 １ = ￥ 18,000 週 ２ =
￥22,500【専門クラスは週１=￥19,500
週２=￥27,000 週３=￥33,000】
※ 兄 弟 姉 妹 の 方 は ４ 月 分 と Ｈ 2７ 年 度 年
会費\4,000 を会費袋で納入して下さ
い
☆４月は振り替え自由（無料）です。４月
末までにクラスを決めて下さい。

☆『２日以上コース』皆勤（１０月より在籍で無欠席の人）
高原 凛 くん 響 萌衣 さん 藤江 碧 さん 響 健悟 くん 泉本 菜月 さん 伊藤 洸真 くん 高原 舞 さん
岡崎 未遥 さん 三宅 陵生 くん 伊藤 太悟 くん 三宅 結衣 さん 西村 康佑 くん 榎本 朱里 さん
山本 健琉 くん
☆『１日以上コース』皆勤（１０月より在籍で無欠席の人）
松岡 稜馬 くん 神崎 琉生 くん 松本隼太朗 くん 雑賀 佳音 さん 上尾 亘輝 くん 神崎 塁生 くん
川中 愛瑠 さん 中村
司 くん 福
美来 さん 堀戸
宙 くん 山田 賢祐 くん 神崎 大空 くん
高木 海翔 くん 高木 悠貴 くん 榎本 朱里 さん 坂口大々太 くん 会津康太郎 くん
渡邉 颯仁 くん 松嶋 凜子 さん 松嶋 仁汰 くん 西野 いずみ さん 中山 歩夢 くん 大川 紗花 さん
齋藤 碧 さん 伊藤 花夏 さん 岡田 ほのか さん 川中 彩愛 さん 林田 茉優 さん 名倉 歩紀 くん
西井 祐之介 さん 寺井 迪 さん 寺井 慧 さん 平井 実和 さん 久保 凜太郎 くん
久保 劉青 くん 伊藤 心春 さん 福原 圭一郎 くん 小山 良太 くん 堀 環音 さん 草加 祐衣奈 さん
植村 彩花 さ ん 水井 咲良 さ ん 松本 壮平 く ん 大野 陽詩 く ん 佐々木 百良 さ ん 福原 由珠香 さ ん
森永 来未 さん 森永 想 くん 藤江 晴滋 くん 神崎 羚心 くん 忌部 あさひ さん 福 陽翔 くん
高面 友緋 さん 雑賀 祥啓 くん 西村 恵琉 くん 久光 楓乃 さん 久光 颯 くん 大野 愛奈 さん
坂井 健心 くん 堤
智哉 くん 高橋 聖直 くん
『２日以上コース』精勤（１０月より在籍で欠席が２回までの人）
松井菜々穂 さん 榎本 朱里 さん 草加 祐衣奈 さん
☆『１日コース』精勤（１０月より在籍で欠席が１回までの人）
吉田 瑛貴 くん 本山 想空 くん 坂井 結南 さん 上田
悠 くん 橘高 侑生 くん 疋島すみれ さん
宗本 真幸 くん 上島 葵衣 さん 山西 彩代 さん 久光 颯 くん 林田 瑞希 さん 林田 千陽 さん
畑 幸那 さん 浅野 萌恵 さん

☆『２日以上コース』皆勤（４月より在籍で無欠席の人）
高原 凛 くん 響 萌衣 さん 藤江 碧 さん 響 健悟 くん 泉本 菜月 さん 伊藤 洸真 くん 高原 舞 さん
岡崎 未遥 さん 三宅 陵生 くん 伊藤 太悟 くん 三宅 結衣 さん 西村 康佑 くん
☆『１日以上コース』皆勤（４月より在籍で無欠席の人）
天白 歩奈 さん 浅野 萌恵 さん 石井 隆義 くん 大川 紗花 さん 越智 愛莉 さん 神崎 大空 くん
神崎 琉生 くん 神崎 塁生 くん 北村 愛優 さん 雑賀 佳音 さん 高木 海翔 くん 高原 わこ さん 中山 歩夢 くん
西野 いずみ さん 堀戸 宙 くん 松嶋 凜子 さん 松嶋 仁汰 くん 松本 隼太朗 くん 本山 想空 くん
西井 祐之介 くん 松岡 稜馬 くん 名倉 歩紀 くん 齋藤 碧 さん
☆『２日以上コース』精勤（４月より在籍で欠席が２回までの人）
草加 祐衣奈 さん
☆『１日コース』精勤（４月より在籍で欠席が１回までの人）
上田
悠 くん 坂井 結南 さん 橘高 侑生 くん 疋島すみれ さん 松井菜々穂 さん
山西 彩代 さん 久光 颯 くん 林田 瑞希 さん 林田 千陽 さん 浅野 萌恵 さん

★ ２月末日で決定次第、３月中旬より後期及び年間皆勤賞・精勤賞をお渡しします。
記載漏れ等がありましたらクラブまでご連絡下さい。

