
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 31 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
千舟① 千舟① パパママ 千舟① 千舟① 千舟① 千舟① 千舟② 千舟② 千舟① 千舟① 千舟② 千舟②

ピラ STUDY ピラ休み ピラ STUDY ピラ ピラ STUDY

伊予① 伊予① 伊予休み 伊予① 伊予① 伊予① 伊予11月④ 伊予① 伊予① 伊予①

重信① 重信① 重信② 重信②

石井① 石井① 石井①

チア② コミセン コミセン チア① コミセン コミセン

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
パパママ 千舟① 千舟① 千舟① 千舟① 千舟② 千舟② 千舟① 千舟② 千舟② 千舟② 千舟② 千舟③ 千舟③ パパママ 千舟② 千舟② 千舟② 千舟② 千舟③ 千舟③

ピラ 阪神代講？ STUDY ピラ STUDY

伊予① 伊予① 伊予② 伊予② 伊予① 伊予② 伊予② 伊予② 伊予① 伊予② 伊予② 伊予②

重信① 重信② 重信② 重信③ 重信② 重信③

石井② 石井② 石井②

チア② コミセン コミセン コミセン チア②

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
千舟① 千舟② 千舟② 千舟② 千舟② 千舟③ 千舟③ ミニ発表会 千舟③ 千舟③ 千舟③ 千舟③ 千舟④ 千舟④ 千舟② 千舟③ 千舟③ 千舟③ 千舟③ 千舟④ 千舟④

ピラ STUDY ピラ ピラ STUDY ピラ ピラ STUDY

伊予② 伊予② 伊予③ 伊予③ 伊予② 伊予③ 伊予③ 伊予③ 伊予② 伊予③ 伊予③ 伊予③

重信② 重信③ 重信③ 重信④ 重信③ 重信④

石井③ 石井③ 石井③

チア③ コミセン コミセン チア③ チア③

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
パパママ 千舟③ 千舟③ 千舟③ 千舟③ 千舟④ 千舟④ パパママ 千舟④ 千舟④ 千舟④ 千舟④ 千舟12月① 千舟12月① パパママ 千舟④ 千舟④ 千舟④ 千舟④ お休み お休み

ピラ 阪神代講

伊予③ 伊予③ 伊予④ 伊予④ 伊予③ 伊予④ 伊予④ 伊予④ 伊予③ 伊予④ 伊予④ 伊予④

重信③ 重信④ 重信④ 重信12月① 重信④ 重信お休み

石井なし 石井なし 石井なし

チア④ チア④ チア④ 武道館 武道館

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 1月1日
千舟② 千舟④ 千舟④ 千舟④ 千舟④ 千舟11月① 千舟11月① 千舟② 千舟12月① 千舟12月① 千舟② お休み お休み お休み お休み お休み お休み

STUDY

伊予④ 伊予④ 伊予休み 伊予休み 伊予④ 伊予お休み 伊予お休み 伊予お休み

重信④ 重信11月① 重信12月① 重信お休み 重信お休み

石井なし 石井お休み

チア① チアお休み 伊方

ハロウィン週間：仮装してきてね♪（自由）

ピラ：DAYTIMEピラティス

千舟　伊予　重信　石井　セイレーネス

石井:4週目千舟受講者は10/22・29両方お越しください 石井：4週目千舟受講者は12/24分は19・29

ビービーダンススタジオ2021 10-12月スケジュール
やむなく変更する場合は公式ライン等でお知らせします。

10月 11月 12月


