
各曲の

 ●  ディエゴ・フェテクア担当クラス期間： 振付★★「ソレア」振付3月4日（月）より4月迄

 ●  ディエゴ・フェテクア担当クラス期間： 振付★★「ソレア」振付3月4日（月）より4月迄 ●  ディエゴ・フェテクア担当クラス期間： 振付★★「ソレア」振付3月4日（月）より4月迄

 ●  ディエゴ・フェテクア担当クラス期間： 振付★★「ソレア」振付3月4日（月）より4月迄

振付期間

第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ

  

11:00

11:00

シギリージャ

シギリージャシギリージャ

シギリージャ ハレオ

ハレオハレオ

ハレオ

11:00

1/12～9月 1/12～4/27

振　付　★★ 振　付　★★★

12:00 12:00

講師：長嶺 講師：ディエゴ

シギリージャ

シギリージャシギリージャ

シギリージャ ソレア

ソレアソレア

ソレア

12:00 12:00

ソレア

ソレアソレア

ソレア ペテネーラ

ペテネーラペテネーラ

ペテネーラ ソレア

ソレアソレア

ソレア ワークショップ

ワークショップワークショップ

ワークショップ

12:00

1/8～9月 3/5～4/23

3/5～4/233/5～4/23

3/5～4/23 9/13～4/18 1/10～4/25 9/15～4/27

別紙参照

振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★ 振　付　★★ 振　付　★

講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ

ソレア

ソレアソレア

ソレア ペテネーラ

ペテネーラペテネーラ

ペテネーラ

13:00 13:00

タンゴデマラガ

タンゴデマラガタンゴデマラガ

タンゴデマラガ ソレア

ソレアソレア

ソレア ティエント

ティエントティエント

ティエント ペテネーラ

ペテネーラペテネーラ

ペテネーラ

13:00

9/11～4/23 1/15～4/23 9/13～4/18 3/7～4/25

3/7～4/253/7～4/25

3/7～4/25 1/12～4/27 1/12～4/27

振　付　★ 振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★ 振　付　★★

講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：三代 講師：ディエゴ

タンゴデマラガ

タンゴデマラガタンゴデマラガ

タンゴデマラガ

14:00 14:00

テクニカ

テクニカテクニカ

テクニカ カンテクラス

カンテクラスカンテクラス

カンテクラス 募　集　中

募　集　中募　集　中

募　集　中

14:00

9/11～4/23

4/11 ﾌﾞﾚﾘｱ

4/11 ﾌﾞﾚﾘｱ4/11 ﾌﾞﾚﾘｱ

4/11 ﾌﾞﾚﾘｱ

初めてのフラメンコ

初めてのフラメンコ初めてのフラメンコ

初めてのフラメンコ

振　付　★★

（振付クラス以上）

4/25 ﾀﾝｺﾞｽ

4/25 ﾀﾝｺﾞｽ4/25 ﾀﾝｺﾞｽ

4/25 ﾀﾝｺﾞｽ

初心者

初心者初心者

初心者

講師：長嶺

15:00 15:00

講師：長嶺

＊要予約　マリア

＊要予約　マリア＊要予約　マリア

＊要予約　マリア

講師：三代

15:00

18:00

カンテクラス

カンテクラスカンテクラス

カンテクラス

18:30 18:30 4/10 ﾀﾝｺﾞｽ

4/10 ﾀﾝｺﾞｽ4/10 ﾀﾝｺﾞｽ

4/10 ﾀﾝｺﾞｽ 18:30 18:30

18:30

シギリージャ

シギリージャシギリージャ

シギリージャ カンティーニャス

カンティーニャスカンティーニャス

カンティーニャス ブレリア

ブレリアブレリア

ブレリア ハレオ

ハレオハレオ

ハレオ

4/24 ﾌﾞﾚﾘｱ

4/24 ﾌﾞﾚﾘｱ4/24 ﾌﾞﾚﾘｱ

4/24 ﾌﾞﾚﾘｱ

ソレア

ソレアソレア

ソレア 基礎テクニカ

基礎テクニカ基礎テクニカ

基礎テクニカ ソレア

ソレアソレア

ソレア タンゴデマラガ

タンゴデマラガタンゴデマラガ

タンゴデマラガ カンティーニャス

カンティーニャスカンティーニャス

カンティーニャス

1/7～9月 1/14～4/22 1/8～4/23 1/15～4/23

＊要予約　マリア

＊要予約　マリア＊要予約　マリア

＊要予約　マリア

3/6～4/24

3/6～4/243/6～4/24

3/6～4/24 3/7～4/25

3/7～4/253/7～4/25

3/7～4/25 9/14～4/26 1/11～4/26

振　付　★★ 振　付　★ やさしい振付 振　付　★★★

19:00

振　付　★★

（初心者ｸﾗｽ以上）

振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★

講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：三代 講師：ディエゴ 講師：ディエゴ 講師：三代 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ

19:30

タンゴデマラガ

タンゴデマラガタンゴデマラガ

タンゴデマラガ ソレア

ソレアソレア

ソレア シギリージャ

シギリージャシギリージャ

シギリージャ カンティーニャス

カンティーニャスカンティーニャス

カンティーニャス ソレア

ソレアソレア

ソレア ペテネーラ

ペテネーラペテネーラ

ペテネーラ ティエント

ティエントティエント

ティエント ハレオ

ハレオハレオ

ハレオ テクニカ

テクニカテクニカ

テクニカ ペテネーラ

ペテネーラペテネーラ

ペテネーラ

9/10～4/22 3/4～4/22

3/4～4/223/4～4/22

3/4～4/22 1/8～9月 1/15～4/23 9/12～4/24 1/16～4/24 1/10～4/25 1/10～4/25 1/11～4/26

振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★ 振　付　★ 振　付　★★ 振　付　★ 振　付　★★★

（振付クラス以上）

振　付　★★

　　open 18:00

講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：三代 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ

　　start 18:30

20:30

ソレア

ソレアソレア

ソレア ペテネーラ

ペテネーラペテネーラ

ペテネーラ ソレア

ソレアソレア

ソレア タンゴデマラガ

タンゴデマラガタンゴデマラガ

タンゴデマラガ ハレオ

ハレオハレオ

ハレオ 募　集　中

募　集　中募　集　中

募　集　中 カンティーニャス

カンティーニャスカンティーニャス

カンティーニャス シギリージャ

シギリージャシギリージャ

シギリージャ ハレオ

ハレオハレオ

ハレオ

　　charge一律 1drink付

9/10～4/22 1/14～4/22 3/5～4/23

3/5～4/233/5～4/23

3/5～4/23 9/12～4/24月 1/16～4/24

初めてのフラメンコ

初めてのフラメンコ初めてのフラメンコ

初めてのフラメンコ

1/10～4/25 1/11～9月 1/11～4/26 　　会員・一般

 \3,000-

振　付　★ 振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★★ 振　付　★★★ 初心者

初心者初心者

初心者 振　付　★ 振　付　★★ 振　付　★★★

講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ 講師：三代 講師：ディエゴ 講師：長嶺 講師：ディエゴ

21:30

21:30 21:30 21:30 21:30 21:30

第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ 第1ｽﾀｼﾞｵ 第2ｽﾀｼﾞｵ

4月迄短い振付でゆっくり進みます。

 月謝クラス 

　　振付★「ソレア」

講師：⻑嶺晴⾹

4月までの振付です。

　　振付★★「タンゴデマラガ」

 月謝クラス 

なお、進⾏はクラスが開講する週の他の曜⽇と同じ内容です。

※⻑嶺担当の⽊曜⽇午前の⽉謝クラスソレアとタンゴデマラガ、

バストンの無料貸出あります。

各自でマントンをご用意ください。

※月謝クラスと同じ支払方法です

 月謝クラス 

講師：ディエゴ・フェテクア

テクニカクラスは、月に2回のみ開講致します。

木曜日のみの月謝クラス（ソレアとタンゴデマラガ）の

受講は出来ません。 他の曜⽇の振替にご利⽤下さい。

振付★★「ペテネーラ」

振付★★★「ハレオ」

マントンを使用します。

バストンを使用します。

詳細はフライヤー、HPをご覧下さい。

TABLAO

TABLAOTABLAO

TABLAO

VIERNES FLAMENCO

VIERNES FLAMENCOVIERNES FLAMENCO

VIERNES FLAMENCO

からのお知らせ

からのお知らせからのお知らせ

からのお知らせ

4月27日土曜日開催日

4月27日土曜日開催日4月27日土曜日開催日

4月27日土曜日開催日

　ﾃﾞｨｴｺﾞ･ﾌｪﾃｸｱ　最終出演

　ﾃﾞｨｴｺﾞ･ﾌｪﾃｸｱ　最終出演　ﾃﾞｨｴｺﾞ･ﾌｪﾃｸｱ　最終出演

　ﾃﾞｨｴｺﾞ･ﾌｪﾃｸｱ　最終出演

　ﾗﾘｱ･ﾚﾌｪﾌﾞﾚ　ﾊﾞｲﾚｹﾞｽﾄ

　ﾗﾘｱ･ﾚﾌｪﾌﾞﾚ　ﾊﾞｲﾚｹﾞｽﾄ　ﾗﾘｱ･ﾚﾌｪﾌﾞﾚ　ﾊﾞｲﾚｹﾞｽﾄ

　ﾗﾘｱ･ﾚﾌｪﾌﾞﾚ　ﾊﾞｲﾚｹﾞｽﾄ

ﾏﾘｱ･ﾎﾟﾙﾃｨｰｼﾞｮ　ｶﾝﾃｹﾞｽﾄ

ﾏﾘｱ･ﾎﾟﾙﾃｨｰｼﾞｮ　ｶﾝﾃｹﾞｽﾄﾏﾘｱ･ﾎﾟﾙﾃｨｰｼﾞｮ　ｶﾝﾃｹﾞｽﾄ

ﾏﾘｱ･ﾎﾟﾙﾃｨｰｼﾞｮ　ｶﾝﾃｹﾞｽﾄ

時間

木曜日

木曜日木曜日

木曜日

土曜日

土曜日土曜日

土曜日

火曜日

火曜日火曜日

火曜日 水曜日

水曜日水曜日

水曜日月曜日

月曜日月曜日

月曜日

金曜日

金曜日金曜日

金曜日

スタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」大阪校 レッスンスケジュールスタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」大阪校 レッスンスケジュールスタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」大阪校 レッスンスケジュールスタジオ「アルマ・デ・フラメンコ」大阪校 レッスンスケジュール
2019年 4月1日（月）～4月27日（土）

 ※ クラスの振り替えは同講師、同曲のクラス内で行ってください。

 ※ クラスの振り替えは同講師、同曲のクラス内で行ってください。 ※ クラスの振り替えは同講師、同曲のクラス内で行ってください。

 ※ クラスの振り替えは同講師、同曲のクラス内で行ってください。

振付★「ソレア」、振付★★「タンゴデマラガ」2018年9月10日（月）より4月迄

振付★「ソレア」、振付★★「タンゴデマラガ」2018年9月10日（月）より4月迄振付★「ソレア」、振付★★「タンゴデマラガ」2018年9月10日（月）より4月迄

振付★「ソレア」、振付★★「タンゴデマラガ」2018年9月10日（月）より4月迄

 ● 三代智慧担当クラス期間：やさしい振付「ブレリア」1月8日（火）より4月迄 　

 ● 三代智慧担当クラス期間：やさしい振付「ブレリア」1月8日（火）より4月迄 　 ● 三代智慧担当クラス期間：やさしい振付「ブレリア」1月8日（火）より4月迄 　

 ● 三代智慧担当クラス期間：やさしい振付「ブレリア」1月8日（火）より4月迄 　

振付★「ティエント」1月10日（木）より4月迄　

振付★「ティエント」1月10日（木）より4月迄　振付★「ティエント」1月10日（木）より4月迄　

振付★「ティエント」1月10日（木）より4月迄　

 ● 長嶺晴香担当クラス期間：

 ● 長嶺晴香担当クラス期間： ● 長嶺晴香担当クラス期間：

 ● 長嶺晴香担当クラス期間： 

  

 振付★★「シギリージャ」1月7日～9月迄

振付★★「シギリージャ」1月7日～9月迄振付★★「シギリージャ」1月7日～9月迄

振付★★「シギリージャ」1月7日～9月迄

振付★「カンティーニャス」、振付★★「ペテネーラ」、振付★★★「ハレオ」1月10日（木）より4月迄

振付★「カンティーニャス」、振付★★「ペテネーラ」、振付★★★「ハレオ」1月10日（木）より4月迄振付★「カンティーニャス」、振付★★「ペテネーラ」、振付★★★「ハレオ」1月10日（木）より4月迄

振付★「カンティーニャス」、振付★★「ペテネーラ」、振付★★★「ハレオ」1月10日（木）より4月迄

カンタオーラ Maria Portillo （マリア・ポルティージョ）

カンタオーラ Maria Portillo （マリア・ポルティージョ）カンタオーラ Maria Portillo （マリア・ポルティージョ）

カンタオーラ Maria Portillo （マリア・ポルティージョ）

日本日本日本日本でででで唯一唯一唯一唯一クラスにカンテクラスにカンテクラスにカンテクラスにカンテ伴奏伴奏伴奏伴奏！！！！！！！！！！！！
4月中全振付

4月中全振付4月中全振付

4月中全振付クラスにスペイン

クラスにスペインクラスにスペイン

クラスにスペイン人

人人

人カンタオーラの

カンタオーラのカンタオーラの

カンタオーラの

カンテ

カンテカンテ

カンテ伴奏

伴奏伴奏

伴奏が

がが

が入

入入

入ります

りますります

ります。

。。

。

時間

2ヶ月間で振付を仕上ます。

　　振付★★「ソレア」

　　振付★「ティエント」

講師：三代智慧

講師：⻑嶺晴⾹

9月までの振付です。

 月謝クラス 

　　振付★★「シギリージャ」

* 人数の少ないクラスは

* 人数の少ないクラスは* 人数の少ないクラスは

* 人数の少ないクラスは

合併、閉講する場合がございますので

合併、閉講する場合がございますので合併、閉講する場合がございますので

合併、閉講する場合がございますので

予めご了承下さい

予めご了承下さい予めご了承下さい

予めご了承下さい

* 空いている枠(白抜き)は

* 空いている枠(白抜き)は* 空いている枠(白抜き)は

* 空いている枠(白抜き)は

スタジオレンタル可能です

スタジオレンタル可能ですスタジオレンタル可能です

スタジオレンタル可能です

* クラスの人数によって

* クラスの人数によって* クラスの人数によって

* クラスの人数によって

第1と第2スタジオを入れ替える事が

第1と第2スタジオを入れ替える事が第1と第2スタジオを入れ替える事が

第1と第2スタジオを入れ替える事が

ございますので、予めご了承下さい

ございますので、予めご了承下さいございますので、予めご了承下さい

ございますので、予めご了承下さい

* 日本人・スペイン人振付クラスの星（★）マークは各曲目の振付の

日本人・スペイン人振付クラスの星（★）マークは各曲目の振付の日本人・スペイン人振付クラスの星（★）マークは各曲目の振付の

日本人・スペイン人振付クラスの星（★）マークは各曲目の振付の

難度を表します→　★やさしい　　★★やや難しい　　★★★難しい

難度を表します→　★やさしい　　★★やや難しい　　★★★難しい難度を表します→　★やさしい　　★★やや難しい　　★★★難しい

難度を表します→　★やさしい　　★★やや難しい　　★★★難しい

スペイン人Cantaora

Maria Portillo

ﾏﾘｱ・ﾎﾟﾙﾃｨｼﾞｮ

ﾏﾘｱ・ﾎﾟﾙﾃｨｼﾞｮﾏﾘｱ・ﾎﾟﾙﾃｨｼﾞｮ

ﾏﾘｱ・ﾎﾟﾙﾃｨｼﾞｮ

Sevilla出身



* 4月のお月謝期間　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1日 ■ 2日 ■ 3日 ■ 4日 ■ 5日 ■ 6日 ■ 7日

8日 ▲ 9日 ▲ 10日 ▲ 11日 ▲ 12日 ▲ 13日 ▲ 14日

15日 ● 16日 ● 17日 ● 18日 ● 19日 ● 20日 ● 21日　

22日 ★ 23日 ★ 24日 ★ 25日 ★ 26日 ★ 27日　★ 28日   

29日　振替休日　休講日

「Tablao de Alumnas」 「Tablao de Alumnas」

昼公演　開場13:00 開演13:30　 昼公演　開場13:00 開演13:30　

夜公演　開場17:30 開演18:00　 夜公演　開場17:30 開演18:00　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

　 1日　 2日　 3日　憲法記念日 4日　みどりの日 5日　こどもの日

6日 ■　振替休日 7日 ■ 8日 ■ 9日 ■ 10日 ■ 11日 ■ 12日

休講日

5月→5月6日（月）～6月1日（土）迄

＊日付横の模様（■-1週目、▲-2週目、●-3週目、★-4週目）は振付の進行具合です。

休講日

休講日

休講日

4月→4月1日（月）～4月27日（土）迄

休講日

TABLAO「VIERNESFLAMENCO」
開場 18:00　　開演 18:30

　　　　　　　　9日（火）～16日（火）まで月謝振付クラスカンテ伴奏が入ります。

　　22日（月）～27日（土）まで月謝振付クラスカンテ伴奏が入ります。

9日（火）～16日（火）まで月謝振付クラス
カンテ伴奏が入ります。

ご注意

●特に記述のない日は通常通りレッスンを行います。

ご注意

●5月6日（月・祝）18：30よりレッスンが開始します。
●特に記述のない日は通常通りレッスンを行います。

4 月 2 8 日 （ 日 ） ～ 5 月 5 日 （ 日 ） 迄  通 常 ク ラ ス 休 講 さ せ て 頂 き ま す 。

長嶺担当木曜日昼クラス開講日
12:00～13:00「ソレア」

13:00～14:00「タンゴデマラガ」
　14:00～15:00「テクニカ」

長嶺担当木曜日昼クラス開講日
12:00～13:00「ソレア」

13:00～14:00「タンゴデマラガ」
　14:00～15:00「テクニカ」

5月6日（月・祝）18：30より
レッスンが開始します。

ワークショップ
12:00 ～ 13:00 Diego Fetecua

「marcaje por Fandango y
falseta」

はじめてのフラメンコクラスお友達キャンペーン
4/1〜4/30まで実施！！

詳細は別紙、HPをご覧ください。

ワークショップ
12:00 ～ 13:00 Diego Fetecua

「Buleria para Fin de Fiesta con
Cante 」

 ワークショップ
12:00 ～ 13:00 Diego Fetecua

「marcaje por Alegrias y
falseta」

ワークショップ
12:00 ～ 13:00 Diego Fetecua

「Buleria para Fin de Fiesta con
Cante 」※要予約

Maria Portillo
カンテクラス 「タンゴス」

18：00～19：00

※要予約
Maria Portillo

カンテクラス 「ブレリア」
14：00～15：00

※要予約
Maria Portillo

カンテクラス 「ブレリア」
18：00～19：00

※要予約
Maria Portillo

カンテクラス 「タンゴス」
14：00～15：00

ワンコインスペイン人から習う
「はじめてのフラメンコ」15：15～
フラメンコ初心者・未経験者対象



そのため、毎月の初日と最終日が異なりますので、ご注意ください。

※このスケジュールは2019年1月時点での予定です。後日変更がある場合がございますので予めご了承下さい。

1月 2月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 2/1 2 3 25 26 27 28 3/1 2 3

3月 4月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14

18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21

25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28

※長嶺晴香はスペイン短期留学の為、2/25～3/16までクラスを休講します。

3月期長嶺晴香木曜日クラス開講予定日：無し
※長嶺晴香はスペイン短期留学の為、2/25～3/16までクラスを休講します。

4月1日（月）　～ 4月27日（土）まで

4月期長嶺晴香木曜日クラス開講予定日：4月4日と18日

3月30日（土）まで

※4/28（日）と29（月・祝）は、 生徒さんのライブ予定です。
29

3月4日（月）　～

　2019年1月より4月までの月謝期間等の予定スケジュール

1月7日（月）　～ 2月4日（月）　～ 3月2日（土）まで2月3日（土）まで

毎月のお月謝を消化しやすいために、１ヶ月を4週間でひとくくりに致します。

1月期長嶺晴香木曜日クラス開講予定日：1月17日と31日 2月期長嶺晴香木曜日クラス開講予定日：2月14日


