
月 火 水 木 金 土 日

日 1
時間

クラス

担当

時間

クラス

担当

時間

クラス

担当
場所

日 2 3 4 5 6 7 8
時間 13：00～14：30 13：30～14：30 13：30～14：30 12:30～13：30 12:30～13：30 19：00～21：30

クラス ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ③/サルサ①（初） ワルツ/メレンゲ（入） アル・タンゴ（入） ﾁｬﾁｬﾁｬ②（インター初） ワルツ/メレンゲ（入）

担当 久美子 出口 小倉 久美子 久美子

時間 14：30～16：00 14：30～16：00 14：30～15：30 13：30～14：30 13:30～15:00

クラス タンゴ＆サルサ④（初中） ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ/サルサ④（初） アル・タンゴ（初） ワルツ②（インター初中） タンゴ①/ｽｨﾝｸﾞ③（初）

担当 久美子 出口 小倉 久美子 久美子

時間 16：00～17：00 14：30～16：00 15:00～16:30

クラス フォックス（デモ） ﾌｫｯｸｽ③/チャチャチャ①（初） ルンバ＆ハッスル①（初中）

担当 久美子 久美子 久美子
場所 桜新町区民集会所 渋谷スタジオ

日 9 10 11 12 13 14 15
時間 13：00～14：30 13：30～14：30 13：30～14：30 12:30～13：30 12:30～13：30 19：00～21：30

クラス ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ④/サルサ②（初） ﾌｫｯｸｽﾄﾛｯﾄ/ｽｨﾝｸﾞ（入） アル・タンゴ（入） ﾁｬﾁｬﾁｬ③（インター初） ﾌｫｯｸｽ/ｽｨﾝｸﾞ（入）

担当 久美子 出口 小倉 久美子 久美子

時間 14：30～16：00 14：30～16：00 14：30～15：30 13：30～14：30 13:30～15:00

クラス フォックス＆スウィング①（初中） フォックス/チャチャチャ①（初） アル・タンゴ（初） ワルツ③（インター初中） タンゴ②/ｽｨﾝｸﾞ④（初）

担当 久美子 出口 小倉 久美子 久美子

時間 16：00～17：00 14：30～16：00 15:00～16:30

クラス フォックス（デモ） ﾌｫｯｸｽ④/チャチャチャ②（初） ルンバ＆ハッスル②（初中）

担当 久美子 久美子 久美子
場所 桜新町区民集会所 渋谷スタジオ

《　シニアクラス・カレンダー　9月　》
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月 火 水 木 金 土 日

日 16 17 18 19 20 21 22
時間 13：00～14：30 13：30～14：30 13：30～14：30 12:30～13：30 12:30～13：30

クラス ワルツ①/サルサ③（初） タンゴ/ルンバ（入） アル・タンゴ（入） ﾁｬﾁｬﾁｬ④（インター初） タンゴ/ルンバ（入）

担当 ヨシ 出口 小倉 久美子 久美子

時間 14：30～16：00 14：30～16：00 14：30～15：30 13：30～14：30 13:30～15:00

クラス フォックス＆スウィング②（初中） フォックス/チャチャチャ②（初） アル・タンゴ（初） ワルツ④（インター初中） タンゴ③/ルンバ①（初）

担当 ヨシ 出口 小倉 久美子 久美子

時間 16：00～17：00 14：30～16：00 15:00～16:30

クラス フォックス（デモ） タンゴ①/チャチャチャ③（初） ルンバ＆ハッスル③（初中）

担当 ヨシ 久美子 久美子
場所 桜新町区民集会所

日 23 24 25 26 27 28 29
時間 13：00～14：30 13：30～14：30 13：30～14：30 12:30～13：30 12:30～13：30 18：30～20：55

クラス ワルツ②/サルサ④（初） サルサ/ﾁｬﾁｬﾁｬ（入） アル・タンゴ（入） タンゴ①（インター初） サルサ/ﾁｬﾁｬﾁｬ（入）

担当 久美子 出口 小倉 久美子 久美子

時間 14：30～16：00 14：30～16：00 14：30～15：30 13：30～14：30 13:30～15:00

クラス フォックス＆スウィング③（初中） フォックス/チャチャチャ③（初） アル・タンゴ（初） ﾁｬﾁｬﾁｬ①（インター初中） タンゴ④/ルンバ②（初）

担当 久美子 出口 小倉 久美子 久美子

時間 16：00～17：00 14：30～16：00 15:00～16:30

クラス フォックス（デモ） タンゴ②/チャチャチャ④（初） ルンバ＆ハッスル④（初中）

担当 久美子 久美子 久美子
場所 桜新町区民集会所 桜新町区民集会所
日 30
時間 13：00～14：30

クラス ワルツ③/メレンゲ①（初）

担当 ヨシ

時間 14：30～16：00

クラス フォックス＆スウィング④（初中）

担当 ヨシ

時間 16：00～17：00

クラス フォックス（デモ）

担当 ヨシ
場所 桜新町区民集会所

渋谷スタジオ

渋谷スタジオ

アメリカン練習会

《　シニアクラス・カレンダー　9月　》

2019年9月2日（月） 七沢温泉（本厚木より送迎有り）

￥9,000（昼食、ドリンク、ダンスレッスン、温泉、浴衣代）

2019年9月1日（土）18:30～21:00 ＠助川ダンス教室3階 ￥2,000
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