印刷

2018年8月 練習スケジュール
大阪のスケジュールはそれぞれのHPに掲載しています。

体験可能レッスン

大阪：http://westdrums.web.fc2.com/
月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

特練（小林，佐々木）

初級（佐々木）

初級

19:30-21:20

10:00-11:50

初中級（若山，岩﨑）

11:10-13:00

中級

14:00-15:50

中級

（岩﨑）

10:00-11:50

※7月分
太鼓塾

（岩﨑）
（岩﨑，若山）

9:15-11:05

シニア入門（佐々木，岩﨑）

キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20
初級

（岩﨑）

中級

（岩﨑）

19:00-20:50

※7月分

10:00-13:00

担桶初級（小林，池田）

13:00-14:00

太鼓塾

13:00-14:20

担ぎ桶初級（岩﨑，若山）

初中級（小林桃，佐々木）

※本番:本牧

スタッフコース

16:00-17:00

19:00-20:50

※本番:長野

東京特練

中級

17:20-18:40

16:35-17:35

※7月分

Ｓコース（小林）

キッズ（若山，池田）

14:00-14:50

初級

（岩﨑）

15:00-16:00

初中級（岩﨑，池田）

16:10-17:10

（岩﨑）

（吉野町）
横浜中級（小林桃，池田）

（松戸）

19:00-20:50

千葉（小林桃，関）

18:00-19:50

（代官山）

（代官山）
シニア入門（若山）

小学生（若山，佐々木）

9:15-10:15

キッズ（若山，佐々木）

10:30-11:20

初中級（佐々木）

11:30-13:30

初級

13:50-15:50

（佐々木）

9:30-11:00
初級（若山）

よみうり町田（1・3週）

11:20-13:20

初級

キッズ（若山）

初中級（若山，今野）

（若山，今野，西岡）

17:00-18:50
19:00-20:50

15:30-16:20
初級（若山）

※本番:ハピネス

19:30-21:30

※本番:慶福苑

東京中級

6

7

8

9

10

11

12

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

シニア（小林桃，岩﨑）

シニア（小林桃，若山）

中級

特練（小林，佐々木）

初級（佐々木）

入門（佐々木）

初級

10:00-11:20

初中級

10:00-11:20

19:30-21:20

10:00-11:50

初級

入門

11:30-12:50

初級

11:30-12:50

（岩﨑，小林桃）
入門

13:30-14:50

シニア大太鼓正面打ち

（岩﨑）

10:00-11:50

太鼓塾
キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20

シニア入門（佐々木，岩﨑）

初級

13:00-14:20

（岩﨑）

16:35-17:35

（若山，小林桃）
初級（岩﨑）

13:30-14:50

19:00-20:50

（岩﨑）

9:15-11:05

担桶中級

9:15-11:05

大太鼓初級（小林桃，池田）

10:00-11:50

大太鼓中級（小林桃）

12:00-13:50

初中級（佐々木，岩﨑）

11:10-13:00

中級

14:00-15:50

（岩﨑，佐々木）

16:30-17:30

中級（小林桃，池田）

（小林）

9:00-10:00

太鼓塾
大太鼓初級（岩﨑，佐々木）

キッズ（若山，池田）

14:00-14:50

中級（岩﨑）

初中級（小林桃，佐々木）

16:00-17:50

初級

（岩﨑）

15:00-16:00

19:00-20:50

19:00-20:50

初中級（岩﨑，池田）

16:10-17:10

中級

16:10-17:30

太鼓塾（小林桃）
初中級

東京初中級

（若山）※注意

（吉野町）
横浜初中級（小林，池田）

（代官山）

19:30-21:20

小学生（若山，佐々木）

9:15-10:15

キッズ（若山，佐々木）

10:30-11:20

初中級（佐々木，関）

11:30-13:30

初級

13:50-15:50

19:30-21:20

（佐々木，関）

（代官山）
シニア入門（若山，佐々木）

※本番:愛川町

10:00-11:30

（代官山）

町田特練

初級

（若山，池田）

11:00-13:00

よみうり町田（2・4週）※みらいスタジオ
初級 （若山，笈川）
17:40-19:30

15:30-16:20

（関内）

中級

（若山，池田）

13:20-15:20

初中級（小林桃，佐々木）

17:30-19:20

小学生（佐々木）

横浜初級（岩﨑，若山）

初中級（小林，池田）

15:40-17:40

中級

（小林桃，若山）

19:30-21:20

16:35-17:35

19:00-20:50

特練

18:00-20:00

特練

（小林，佐々木）

19:40-21:30

13

14

15

16

17

18

19

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

シニア（小林桃，岩﨑）

シニア（小林桃，若山）

中級

特練（小林，佐々木）

初級（佐々木）

入門（佐々木）

初級

10:00-11:20

初中級

10:00-11:20

19:30-21:20

10:00-11:50

初級

入門

11:30-12:50

初級

11:30-12:50

キッズ（若山）

（岩﨑）

10:00-11:50

（岩﨑，小林桃）
入門

13:30-14:50

シニア入門（佐々木，岩﨑）
シニア大太鼓横打ち
13:30-14:50

19:00-20:50

（岩﨑）

9:15-11:05

Ｓコース（小林）

10:00-13:00

9:15-11:05

担桶初級（小林，池田）

13:00-14:00

初中級（佐々木，岩﨑）

11:10-13:00

中級

14:00-15:50

（岩﨑，佐々木）

13:00-14:20

（若山，小林桃）
初級（岩﨑）

（小林，若山）

担ぎ桶初級（佐々木，岩﨑）
中級（岩﨑）

初中級（小林桃，佐々木）

19:00-20:50

19:00-20:50

16:00-17:00

（松戸）
千葉（小林桃，関）

18:00-19:50

中級（小林桃，池田）
19:30-21:20

（代官山）

（吉野町）※注意
横浜中級（小林桃，池田）

（代官山）
小学生（若山，佐々木）

9:15-10:15

19:00-20:50

キッズ（若山，佐々木）

10:30-11:20

初中級（佐々木，若山）

11:30-13:30

初級

13:50-15:50

（関内）

（代官山）

横浜初級（岩﨑，若山）

シニア入門（若山）

19:00-20:50

9:30-11:00

（佐々木，若山）

本番:荻窪

多摩中水夜

本番:中原

多摩初中金

シニア入門（若山，佐々木）

初級（若山）

10:00-11:30

11:20-13:20

（代官山）

キッズ（若山）

キッズ（若山）

初級

（若山，池田）

11:00-13:00

15:30-16:20

15:30-16:20

中級

（若山，池田）

13:20-15:20

よみうり町田（1・3週）

小学生（佐々木）

初級（若山）

初中級（小林，池田）

15:40-17:40

初級

16:35-17:35

19:30-21:30

特練

18:00-20:00

初中級（若山，今野）

（小林，若山）

（若山，今野，西岡）

20

21

22

23

24

25

26

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

シニア（小林桃，岩﨑）

シニア（小林桃，若山）

中級

特練（小林，佐々木）

初級（佐々木）

入門（佐々木）

初級

10:00-11:20

初中級

10:00-11:20

19:30-21:20

10:00-11:50

初級

入門

11:30-12:50

初級

11:30-12:50

（岩﨑，小林桃）
入門

13:30-14:50

シニア大太鼓正面打ち

（岩﨑）

10:00-11:50

太鼓塾
キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20

シニア入門（佐々木，岩﨑）

初級

13:00-14:20

（岩﨑）

16:35-17:35

（若山，小林桃）
初級（岩﨑）

13:30-14:50

19:00-20:50

（岩﨑）

担桶中級

9:15-11:05

大太鼓初級（小林桃，池田）

10:00-11:50

大太鼓中級（小林桃）

12:00-13:50

11:10-13:00

中級

14:00-15:50

（岩﨑，佐々木）

16:30-17:30

（代官山）
シニア入門（若山，佐々木）

中級（小林桃，池田）

10:00-11:30

19:30-21:20

9:00-10:00

太鼓塾
大太鼓初級（岩﨑，佐々木）

キッズ（若山，池田）

14:00-14:50

中級（岩﨑）

初中級（小林桃，佐々木）

16:00-17:50

初級

（岩﨑）

15:00-16:00

19:00-20:50

19:00-20:50

初中級（岩﨑，池田）

16:10-17:10

中級

17:20-18:40

太鼓塾（小林桃）
初中級

19:00-20:50

9:15-11:05

初中級（佐々木，岩﨑）

（小林）

17:00-18:50

（吉野町）

（吉野町）

横浜初中級（小林，池田）

横浜中級（小林桃，池田）

19:30-21:20

19:00-20:50

（岩﨑）

本番:宇奈根
（代官山）

多摩初金

よみうり町田（2・4週）

キッズ（若山）

初級

（若山，池田）

11:00-13:00

初級

15:30-16:20

中級

（若山，池田）

13:20-15:20

初中級（小林桃，佐々木）

17:00-18:50

小学生（佐々木）

初中級（小林，池田）

15:40-17:40

中級

（小林桃，若山）

19:00-20:50

16:35-17:35

特練

18:00-20:00

特練

（小林，佐々木）

19:00-20:50

27

28

29

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

シニア（小林桃，岩﨑）

シニア（小林桃，若山）

中級

初級

10:00-11:20

初中級

10:00-11:20

入門

11:30-12:50

初級

11:30-12:50

（岩﨑，小林桃）
入門

13:30-14:50

30
（岩﨑）

13:30-14:50

19:00-20:50

初級

8/12(日) よみうり町田
（岩﨑）

みらいスタジオで行います。

16:35-17:35

中級（岩﨑）
19:00-20:50

太鼓塾（小林桃）
初中級

16:30-17:30

中級（小林桃，池田）

31

【注意】

（若山，小林桃）
初級（岩﨑）

17:00-18:50

10:00-11:50

太鼓塾
キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20

シニア大太鼓横打ち

（小林，若山）

（若山，笈川）

（吉野町）

（吉野町）

横浜初中級（小林，池田）

横浜中級（小林桃，池田）

19:30-21:20

19:00-20:50

19:30-21:20
（代官山）
シニア入門（若山）
9:30-11:00
初級（若山）
11:20-13:20
キッズ（若山）
15:30-16:20
初級（若山）
19:30-21:30

2018年9月

印刷

練習スケジュール

大阪のスケジュールはそれぞれのHPに掲載しています。
大阪:http://weＳtdrumＳ.web.fc2.com/

体験可能レッスン

月

火

水

木

金

土

日

1
（ＭＩＲＡＩ）
入門（佐々木）
初級 （岩﨑）
初中級（佐々木，岩﨑）

9:15-11:05
9:15-11:05
11:10-13:00

中級

14:00-15:50

（岩﨑，佐々木）

担ぎ桶初級（佐々木，岩﨑）

16:00-17:00

2
（ＭＩＲＡＩ）
担桶初級（代講：池田）
大太鼓初級（小林桃，池田）
大太鼓中級（小林桃）

9:00-10:00
10:00-11:50
12:00-13:50

太鼓塾
キッズ（若山，池田）
初級 （岩﨑）
初中級（岩﨑，池田）

14:00-14:50
15:00-16:00
16:10-17:10

中級 （岩﨑）
本番：府中 多摩特・Ｓ

17:20-18:40

（松戸）
（代官山）
初級 （若山，池田）
中級 （若山，池田）
初中級（小林，池田）
特練 （小林，若山）
3
（ＭＩＲＡＩ）
シニア（小林桃，岩﨑）
初級 10:00-11:20
入門 11:30-12:50
（岩﨑，小林桃）
入門 13:30-14:50

4
（ＭＩＲＡＩ）
シニア（小林桃，若山）
初中級 10:00-11:20
初 級 11:30-12:50
シニア大太鼓正面打ち（若山，小林桃）

5
（ＭＩＲＡＩ）
中級（岩﨑）

6
（ＭＩＲＡＩ）

7
（ＭＩＲＡＩ）
初級（佐々木）
10:00-11:50

10:00-11:50

太鼓塾
キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20
初級（岩﨑）
16:35-17:35

シニア入門（佐々木，岩﨑）
13:00-14:20

13:30-14:50
初級（岩﨑）
19:00-20:50

中級（岩﨑）

19:00-20:50

特練（小林，佐々木）

19:30-21:20

太鼓塾（小林桃）
初中級

16:30-17:30

中級（小林桃，池田）
19:30-21:20

（吉野町）
横浜初中級（小林，池田）
19:30-21:20

11:00-13:00
13:20-15:20
15:40-17:40
18:00-20:00

8
（ＭＩＲＡＩ）
入門（佐々木）
初級 （岩﨑）
初中級（佐々木，岩﨑）
中級 （岩﨑，佐々木）

9:15-11:05
9:15-11:05
11:10-13:00
14:00-15:50

大太鼓初級（岩﨑，佐々木）

16:00-17:50

初中級（小林桃，佐々木）
19:00-20:50

（吉野町）
横浜中級（小林桃，池田）
19:00-20:50

（代官山）
シニア入門（若山）
9:30-11:00
初級（若山）
11:20-13:20
キッズ（若山）

（代官山）
シニア入門（若山，佐々木）
10:00-11:30
キッズ（若山）
15:30-16:20
小学生（佐々木）
16:35-17:35
10
（ＭＩＲＡＩ）
シニア（小林桃，岩﨑）
初級 10:00-11:20
入門 11:30-12:50
（岩﨑，小林桃）
入門 13:30-14:50
初級（岩﨑）

11
（ＭＩＲＡＩ）
シニア（小林桃，若山）
初中級10:00-11:20
初級11:30-12:50
シニア大太鼓横打ち
（若山，小林桃）
13:30-14:50

15:30-16:20
初級（若山）
19:30-21:30
12
（ＭＩＲＡＩ）
中級（岩﨑）

（代官山）
初級 （若山，池田）

13
（ＭＩＲＡＩ）

14
（ＭＩＲＡＩ）
初級（佐々木）
10:00-11:50

10:00-11:50

太鼓塾
キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20
初級（岩﨑）
16:35-17:35
中級（岩﨑）

19:00-20:50

シニア入門（佐々木，岩﨑）
13:00-14:20
特練（小林，佐々木）

19:30-21:20

19:00-20:50
（吉野町）
横浜初中級（小林，池田）
19:30-21:20

（代官山）

（代官山）
シニア入門（若山）
9:30-11:00

シニア入門（若山，佐々木）
10:00-11:30
キッズ（若山）
15:30-16:20
小学生（佐々木）

初級（若山）
11:20-13:20
キッズ（若山）
15:30-16:20
初級（若山）

16:35-17:35
17

18

19:30-21:30
19

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

（ＭＩＲＡＩ）

シニア（小林桃，岩﨑）
初級 10:00-11:20
入門 11:30-12:50
（岩﨑，小林桃）

シニア（小林桃，若山）
初中級10:00-11:20
初級11:30-12:50

中級（岩﨑）

入門

シニア大太鼓正面打ち
（若山，小林桃）

初級（岩﨑）

16:35-17:35

13:30-14:50

中級（岩﨑）

19:00-20:50

太鼓塾（小林桃）
初中級 16:30-17:30

（吉野町）
横浜初中級（小林，池田）
19:30-21:20

13:30-14:50

中級（小林桃，池田）
19:30-21:20
（代官山）
シニア入門（若山，佐々木）
10:00-11:30
キッズ（若山）
15:30-16:20
小学生（佐々木）
16:35-17:35
24

13:20-15:20
15:40-17:40
18:00-20:00

担ぎ桶初級（佐々木，岩﨑）

16:00-17:00

9:15-11:05
9:15-11:05
11:10-13:00
14:00-15:50

初中級（小林桃，佐々木）
19:00-20:50

中級（小林桃，池田）
19:30-21:20

初級（岩﨑）
19:00-20:50

11:00-13:00

中級 （若山，池田）
初中級（小林，池田）
特練 （小林，若山）
15
（ＭＩＲＡＩ）
入門（佐々木）
初級 （岩﨑）
初中級（佐々木，岩﨑）
中級 （岩﨑，佐々木）

（関内）
横浜初級（岩﨑，若山）
19:00-20:50

25
（ＭＩＲＡＩ）

梵天：京都二条城公演

（吉野町）
横浜中級（小林桃，池田）
19:00-20:50

20

本番：熊野神社

東特

21

本番：五反田神社 担ぎ中
本番：熊野神社 多摩特

千葉（小林桃，関）

18:00-19:50

よみうり町田（1・3週）
初級 （若山，今野，西岡）
初中級（若山，今野）

17:00-18:50
19:00-20:50

9
（ＭＩＲＡＩ）
担桶中級（小林）
Ｓコース（小林）

9:00-10:00
10:00-13:00

太鼓塾
キッズ（若山，池田）
初級 （岩﨑）
初中級（岩﨑，池田）
中級 （岩﨑）

14:00-14:50
15:00-16:00
16:10-17:10
17:20-18:40

（代官山）
小学生（若山，佐々木）
キッズ（若山，佐々木）

9:15-10:15
10:30-11:20

初中級（佐々木）
初級 （佐々木）

11:30-13:30
13:50-15:50

よみうり町田（2・4週）
初級 （若山，笈川）

17:00-18:50

初中級（小林桃，佐々木）
中級 （小林桃，若山）
特練 （小林，佐々木）
16
（ＭＩＲＡＩ）
Ｓコース（小林）
担桶初級（小林，池田）

10:00-13:00
13:00-14:00

（代官山）
小学生（若山，佐々木）

9:15-10:15

キッズ（若山，佐々木）
初中級（佐々木）

10:30-11:20
11:30-13:30

初級

13:50-15:50

（佐々木）

本番：五反田神社

塾中

（松戸）
千葉（小林桃，関）

18:00-19:50

よみうり町田（1・3週）
初級（若山，今野，西岡）

17:00-18:50

初中級（若山，今野）
23

22

17:00-18:50
19:00-20:50
19:00-20:50

19:00-20:50

（ＭＩＲＡＩ）
10:00-11:50

梵天：京都二条城公演

太鼓塾
キッズ（岩﨑，池田）15:30-16:20

（代官山）
シニア入門（若山）
9:30-11:00
初級（若山）
11:20-13:20
キッズ（若山）
15:30-16:20
初級（若山）
19:30-21:30
26
（ＭＩＲＡＩ）
中級（岩﨑）

特練（小林，佐々木）

19:30-21:20

（関内）
横浜中級（小林桃，池田）
19:00-20:50
※場所注意

27
（ＭＩＲＡＩ）

28
（ＭＩＲＡＩ）
初級（佐々木）
10:00-11:50

10:00-11:50

シニア入門（佐々木，岩﨑）
13:00-14:20

体験教室
中級（小林桃，池田）
19:30-21:20

中級（岩﨑）

（関内）
横浜初級（岩﨑，若山）
19:00-20:50

（吉野町）
横浜初中級（小林，池田）
19:30-21:20

本番：大森

横初中

29
（ＭＩＲＡＩ）
入門（佐々木）
初級 （岩﨑）
初中級（佐々木，岩﨑）
中級（岩﨑，佐々木）
大太鼓初級（岩﨑，佐々木）

19:00-20:50

特練（小林，佐々木）

19:30-21:20

本番：横浜

9:15-11:05
9:15-11:05
11:10-13:00
14:00-15:50
16:00-17:50

初中級（小林桃，佐々木）
19:00-20:50

（吉野町）
横浜中級（小林桃，池田）
19:00-20:50

（代官山）
初級 （若山，池田）
中級 （若山，池田）
初中級（小林，池田）
特練 （小林，若山）

11:00-13:00
13:20-15:20
15:40-17:40
18:00-20:00

東中

30
（ＭＩＲＡＩ）
担桶中級（小林）
大太鼓初級（小林桃，池田）

9:00-10:00
10:00-11:50

大太鼓中級（小林桃）

12:00-13:50

太鼓塾
キッズ（若山，池田）
初級 （岩﨑）
初中級（岩﨑，池田）

14:00-14:50
15:00-16:00
16:10-17:10

中級

17:20-18:40

（岩﨑）

（代官山）
小学生（若山，佐々木）

9:15-10:15

キッズ（若山，佐々木）
初中級（佐々木，関）
初級 （佐々木，関）

10:30-11:20
11:30-13:30
13:50-15:50

よみうり町田（2・4週）※9月23日分
初級 （若山，笈川）
17:00-18:50
初中級（小林桃，佐々木）
17:00-18:50
中級 （小林桃，若山）
19:00-20:50
特練 （小林，佐々木）
19:00-20:50

