
10月の予定

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
１　　・アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング               

１７時～１９時　　　　　　　　　　　　　

2　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

３　  　                              
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時

4 5
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

6
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

7
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

8　　・アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング               

１７時～１９時　　　　　　　　　　　　　

9 ・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時　　　　　　　　　
・羽曳野コース　　  　 

１0　　お休み

11 12
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

13
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

14
・アクロバットコース

　１6時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

15　アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング　　　　　　　
１７時～１９時　　

16　・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時     　　
・羽曳野コース

17　  　                              
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時

18 19　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

20
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

21
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

22　アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング　　　　　　　
１７時～１９時　　　　　　　　　　　　　

23　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

24　　　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時            

25 26                   　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

27         　               　 
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

28 　　　　　　　　　　  
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時                    　 

２９　　お休み ３０　　お休み 31　　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時     

11月の予定

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 大阪選手権 2                       　　 

・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

3　　　お休み 4   　　                         
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

5  アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング　　　　　　　
１７時～１９時　　　　

6　・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時　　　　
・羽曳野コース

7　　　　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時

8 9                        　　 
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

10　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

11    　　                        
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

12アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング　　　　　　　
１７時～１９時　　　　

13　　　　　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

14　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース
１０時～１２時　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時

15 16                         　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

17                          　 
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

18   　　                         
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

19　アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング　　　　　　　
１７時～１９時　　　　　　　　　　　　　　　

20　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

21　　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時

22 23   　 お休み               　　 24                        　　 
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

25   　　                       
・アクロバットコース

　１６時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

26　アクロバットコース

　　　１６時～２０時
　　・新体操コース

　　　１８時～２１時　　　　　　　　　　
・チアリーディング　　　　　　　
１７時～１９時　　　　　　　　　　　　　　　

27　・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時　　　　
・羽曳野コース

28　　　　　　　　　　　　　　
・アクロバットコース

１０時～１２時　　　　　　　　　
・新体操コース

１４時～１７時

29 30                        　 
・アクロバットコース

　１７時～２０時
・新体操コース

　１８時～２１時

・各コース無料体験レッスンを随時行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・アクロバットコースは月謝制ではないためお好きな時に参加いただけます。
・毎週土曜日アクロバット教室(バク転)開催中！！(60分)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　REX体操教室　 ☎０７２－９４３－００９７


