ジャングルキッズＮ２としては 平成２６年９月７日（日）第１７回の発表会が最後の発表会
↓
新規の方には、ジャングルキッズとしては発表会後の９月の新規募集は行わず、講師達のスクールを紹介します。
発表会プログラムにある、講師達のスクール紹介。新規の皆様のダンススクールの選択枠を表記
発表会終演後も講師達の紹介ブースを、いたみホール（ホワイエ）に作り、
サンシティ・きらら・スタジオは１月～の新規募集等を行います。
それ以外は、現在も随時受け入れＯＫなスクール等、個別に検討してみて下さい。
↓
現生徒には
発表会プログラムにある、講師達のスクール紹介。今後の生徒の皆さんのダンスを続ける選択枠を表記
このプログラムをお渡しする時に、生徒専用の用紙も配布しています。そちらを参照して下さい
↓
ジャングルキッズＮ２としてのレッスンは平成２６年１２月のホール毎のクリスマス会まで。
ＡＪコンテスト・クリスマスダンスショー有り❤ 12/14（日）いたみホール中ホールｐｍ６：００～
出場料も見学も全て無料(^^) めっちゃ大きなトロフィー用意しとくから、いっぱい楽しんで出て～
↓
平成２７年１月～は、現在の講師の立ち上げるレッスンスタート

ジャングルより移行の選択枠レッスン

スタジオ代表（まぁこ）
きらら代表（ゆうた）
サンシティ代表（てんし）

その他選択枠レッスン

代表（ひ

で）

代表（けんた）
代表（ゆうた）
代表（てんし）
その他のダンススクール

スタジオ代表
スタジオ代表［Ｍａａｋｏ］
代表［Ｍａａｋｏ］ Ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ ＢＲＡＶＥ（ブ
ＢＲＡＶＥ（ブレイブ）
（ブレイブ）

ジャングル歴 小学５年生～（11
小学５年生～（ 年）

“ＢＲＡＶＥ”は困難に出会っても恐れない、勇敢に立ち向かうと言う意味があり、常に前を向いて強い心を
育てて行きたいと言う願いを込めて名付けました。新山先生から長年かけて教わった“舞台を一歩降りたら
決してうぬぼれない。常に謙虚に”の精神を受け継いで新しいスタートを迎えたいと思います。

実力ある講師を揃えました。

KAGARI

NAOTO

(Z△
△Z△
△)
JAZZ HIPHOP

FREE STYE

その他スタッフ

tsuuu

咲季

サトシット

(CHUCCH)

(FOXXY)

(AIR:LIVE＋
＋enGuin)

GIRLS HIP HOP

FREE STYE JAZZ

ＬＯＣＫ

Ｋｉｅ・
ｉｅ・ ＤＡＩＫＩ・Ｍａａｋｏ
ＤＡＩＫＩ・Ｍａａｋｏ「受付・事務Ｓａｗａｋｏ」
・Ｍａａｋｏ

入会金 5000 円（今回、ジャングルよりご入会頂いた方につきましては入会金無料）

１レッスン（９０分）→チケット制・キッズクラス１レッスン（６０分）→月謝制
１回分 1500 円／４回分 5700 円／８回分 10800 円／
キッズクラス（小学校低学年まで）月謝（月４回）4000 円

ホームページ http://dance-brave.jimdo.com/
新しい情報・レッスン振り分け・曜日・時間等はホームページを参照して下さい。
随時更新していきます。

お問い合わせは 代表［Ｍａａｋｏ］ 070-5655-9480

金曜きららホール（３Ｆ多目的ホール）

月曜サンシティホール（２Ｆ多目的ホール）

ＺＥＦＴ ＤＡＮＣＥ ＣＲＥＷ

ＨＡＶＥＮ２（ヘイブンツー）
ＨＡＶＥＮ２（ヘイブンツー）

（ゼフト ダンス クルー）

代表 ＴＥＮＳＨＩ

代表 ＹＵ－ＴＡ

ジャングル歴 小学３年生～（15
小学３年生～（ 年）
ジャングル歴 高校１年～（13
高校１年～（ 年）

その他スタッフ KAZUMA・Inori・HAKU

その他スタッフ AYUMI ・TAICHI・Kie

ジャンルはランダム

入会金 1000 円（ジャングルからは無料）

入会金無料 月謝 3000 円

月謝 3000 円

15:45～16:30「幼稚園」16:45～17:45「低学年」

15:15～16:00「幼稚園」

18:00～19:00「高学年」19:30～20:30「中学～大人」

16:10～17:10「小学校低学年」

このジャングルが好きだからダンスやってたのに！！

17:20～18:20「小学校高学年」

という気持ちをもっているのは僕だけじゃないと思い

18:30～19:30「中学生以上」

ます。その想いも大切に料金やレッスン体制等、大幅な

19:40～20:40「中学生以上」

変更はせず、皆が仲間の様な温かいスクールでありたい

ダンスを、もっと身近に沢山の人に触れてもらえる

と思います。

様に企画・運営しています。

詳細は代表ＴＥＮＳＨＩへ

詳細は代表 YU-TA へ

ホームページ http://haven2.jimdo.com

ホームページ http://zeft-dance-crew.com/NewFolder/

080-1483-5206

080-1503-7500

geche7men@docomo.ne.jp

yu-ta.u-and-j.0908@i.softbank.jp

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
ジャンジャ（新山）より講師たちへ

（未来の講師・生徒も含めて❤）

きっと何もない所からのスタートの方が気が楽かもしれない。
上記三人をジャングルからの移行場所の代表と決めました。全ての責任は今後各代表がとります(^^)
初めは、うまく流れに乗るかもしれない。いつも言う様に、自分のした事は、いい事も悪い事も全て自分に
返ってくる。日々の努力を怠るな。だけど頑張りすぎてもあかん。頑張ったら、しっかり休み。
継続していく事の大変さを知り、生徒が離れて行った時、今まで守られていた事、甘えていた事を知るでしょう。
生徒が０になって、他の人が笑っても、先生は、褒めたるよ❤

勇気を出してやってみたのだから

だけど、結果を人のせいにしたらあかんで！！
やった者にしかわからん。今までは先生があんたらを守ってきた。でも、もう先生は、あんたらを守らへん。
苦しい時、思い出し。自分がダンスをはじめた時の気持ちを。ジャングルで育った数々の事を。
それが結果的にダンスじゃなくてもいい。どんな道でも自分の足で、もう一度立ち上がり。必ず出来る！！

何年も自分でスクールを立ち上げと言い続け、動かなかった子が、私のジャングル辞めるよの本気のいきなり発言
から数日、数週間で、こんなに選択道が整うとは正直思わなかったわ (-.-)zzz やっぱり相手を変えるには自分が変わ
らないとね❤しかも、私からの期日は１週間とか。次の指示は３日とか（笑）やっぱり、あんたらやったら出来る子
やん（笑）ほんま、何年かかってん

人生の引き際も悪くないわぁ❤これからも楽しみすぎ

ＢＯＳＳより

Ｌ．ＲＡｉＺ（リライズ）

Ｄ－ＡＲＴ（ディ・アート）

代表 ＫＥＮＴＡ

代表 ＨＩＤＥ

21 歳～（10
歳～（ 年）

ジャングル歴

ジャングル歴 25 歳～ (10 年)

月曜：
（尼崎）武庫公民館

http://trilinks.web.fc2.com/

8/18.25 体験レッスン予定

（Ｄ－ＡＲＴ公式ページ）

9/22.29

現在は尼崎・川西・池田・宝塚・寝屋川地域募集

〃

火曜:（南港）南港レッスン
（大阪）天王寺レッスン

ＬＩＮＥ ＩＤ［dart0107］

水曜：
（西宮）甲武体育館
：
（西宮）西宮プレラ
土曜：
（尼崎）大庄公民館
：
（尼崎）抗瀬公民館
詳細は代表「ＫＥＮＴＡ」へ

詳細は代表「ＨＩＤＥ」へ

http://l-raiz.sakura.ne.jp

080-5330-5366

080-1401-5284

u_and_h.1223@ezweb.ne.jp

one-one-kenta@i.softbank.jp

ＨＡＶＥＮ２(ヘイブンツー
ＨＡＶＥＮ２ ヘイブンツー)
ヘイブンツー

ＺＥＦＴ ＤＡＮＣＥ ＣＲＥＷ

代表 ＴＥＮＳＨＩ

（ゼフト ダンス

クルー）代表 ＹＵ－ＴＡ

月曜：（伊丹）きららホール音楽室１
火曜：（伊丹）スワンホール
水曜：（西宮）浜脇公民館

火曜：
（伊丹）スワンホール
19:00～20:00 ＬＯＣＫ

：（伊丹）アイホール

20:15～21:15 ＴＥＣＫ

金曜：（伊丹）アイホール
土曜：（伊丹）スワンホール
詳細は代表ＹＵ－ＴＡへ
http://zeft-dance-crew.com/NewFolder/

詳細は代表ＴＥＮＳＨＩへ
http://haven2.jimdo.com
geche7men@docomo.ne.jp

080-1483-5206

080-1503-7500
yu-ta.u-and-j.0908@i.softbank.jp

DAIKI

HAKU

ジャングル歴 中学３年～（10
中学３年～（10 年）

ジャングル歴 高校１年～（5
高校１年～（5 年）

Ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ

ＨＡＶＥＮ２「代表 ＴＥＮＳＨＩ」に所属

ＢＲＡＶＥ（ブレイブ）
「代表Ｍａａｋｏ」に所属

全員が確実にスキルアップ出来る様に１つ１つの動
きを丁寧に教えて行くのは勿論の事ながら、楽しい雰
囲気でダンスが出来、なおかつ楽しいだけじゃなく今
まで
ジャングルで大切にしてきた、レッスン前後の挨拶か
ら礼儀まで、しっかり身につけられるレッスンをして
いきます。

090-7554-4918 (DAIKI 携帯)

080-6112-3662（HAKU 携帯）

Ｋｉｅ
Ｉｎｏｒｉ

中島信子(Noko)

ジャングル歴 （14 年）

ジャングル歴

ジャングル歴 (17 年）

Ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ

小学１年～（12
小学１年～（12 年）

要望に合わせてレッスンします。

ＢＲＡＶＥ（ブレイブ）

ＨＡＶＥＮ２

ＰＴＡ・サークル・老人会・子供会等

「代表Ｍａａｋｏ」に所属

「代表 ＴＥＮＳＨＩ」に所属

お気軽にお問い合わせ下さい。

ＺＥＦＴ ＤＡＮＣＥ ＣＲＥＷ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

090-1913-0936

（ゼフト ダンス クルー）

n.nobuu@ezweb.ne.jp

「代表ＹＵ－ＴＡ」に所属

――――――――――――――――

-----------------------------------------エステの仕事

ＹＵＫＩＥ
ＹＵ－ＫＩ

「サロンド・ワークス」
新山優美子（ｼﾞｬﾝｼﾞｬ）
ヘア＆エステサロン

関西一円のスポーツクラブで

伊丹市中野西 3-1 ﾏｲｼﾃｨｰ 1 番館

活躍中

色々な相談・報告いつでもＯＫよ

072-782-8685

色々な所で会えるかも。是非

090-1969-3058

探してみてね

jang-@ezweb.ne.jp

