FUNKY STADIUM 発表会【REAL 12th】

発表会についての大事なお知らせ

今年度の発表会について、現時点での詳細を一度お知らせいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
写真撮影について

追加レッスンについて
期間：12月2日(月)～3月６日(金)
12月より各クラス、レッスン時間が通常レッスン時間＋15分となります。
お迎えの際はお間違えのないようお願いいたします。

期間：11月18日(月)～12月27日(金)
上記期間のレッスン時に発表会参加申込に応じて、パンフレット用の個人写真・レッスン風景の撮影を行います。
個人写真はレッスン10分ほど前から撮り始めます。先着順に撮影いたしますのでご協力お願いいたします。

基本的に後半＋15分となります。例外クラスもございます。下記をご確認ください。

＊複数受講者は各レッスン撮影いたします。

追加レッスン例外クラス

リハーサルについて

◆YOSHICO 月18:00 リトルキッズクラス
追加レッスン時間 17:45～19:00 ※1月から延長予定

発表会前日 令和2年3月7日(土)

場所：平川市文化センター(文化ホール)

◆YOSHICO 土10:00 幼児クラス
時間の延長はありません。

全クラス場当たり・全体通しリハーサルを行います。
【キッズの部】 9:00 集合 / 9:30～11:30 場当たり / 12:00～14:00 通しリハーサル / 14:30 解散
【 一般の部 】14:00 集合 / 14:30～17:00 場当たり / 17:30～20:30 通しリハーサル / 21:00 解散

◆TEN 月21:00 一般クラス
時間の延長はありませんが、TEN 木19:30 一般クラスにも参加可能となります。

＊集合解散時間は予定です。詳細は決まり次第お知らせします。
＊3月6日(金)までは通常通りレッスンを行います。
＊リハーサルは原則全員参加となりますが、当日どうしてもご都合がつかない方は受付までお早めにお知らせ下さい。
当日について
発表会 令和2年3月8日(日)

◆TEN 木19:30 一般クラス
時間の延長はありませんが、TEN 月21:00 一般クラスにも参加可能となります。
◆SyVA 火18:00 キッズクラス
時間の延長はありませんが、SyVA 火19:30 一般クラスにも参加可能となります。

場所：平川市文化センター(文化ホール)

全クラス最終確認を行い、本番となります。

◆SyVA 火19:30 一般クラス
時間の延長はありませんが、SyVA 火18:00 キッズクラスにも参加可能となります。

【キッズの部】 9:00 集合 / 11:00 開場 / 11:30 開演 / 14:30 終演 / 15:00 解散
【 一般の部 】14:30 集合 / 16:00 開場 / 16:30 開演 / 19:30 終演 / 21:00 解散

◆SHINPEI 水19:30 キッズクラス
追加レッスン時間 19:15～20:30 ※開始が15分早まります。

＊集合解散時間は予定です。詳細は決まり次第お知らせします。
持ち物について

◆SHINPEI 水21:00 一般クラス
追加レッスン時間 20:45～22:00 ※開始が15分早まります。

衣装(着ては来ないでご持参ください)、靴(水気を持ち込まないため、なるべく履いては来ないでご持参ください)、
飲み物(会場に自販機もございます)、昼食(7日は必要なクラスには別途ご連絡します、8日はキッズの部出演者全員昼食が必要です)
その他各々必要なもの＊軽食・常備薬等(持病がおありの方は、事前にスタッフまでお知らせください)
平賀駅方面→

会場地図・アクセス

◆JUSTFIT 木19:45 キッズクラス
追加レッスン時間 19:30～20:45 ※開始が15分早まります。
また、JUST FIT先生のお仕事のご都合により開始が遅れてしまう場合もございます。その場合は遅れた分を後半に伸ばさせていただきます。
そのためお迎えの際、保護者の皆様を少しお待たせしてしまうかもしれませんが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

◆SUGARBOB 月18:00 キッズクラス
時間の延長はありません。
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駐車場は 300 台程ですが、混雑が予想されますので相乗り等ご協力お願いします。
路上駐車等はおやめくださいますようお願いいたします。

◆玉熊明日香 木18:00 ジュニアクラス
追加レッスン時間 17:45～19:00 ※開始が15分早まります。
◆玉熊明日香 金16:30 リトルキッズクラス
時間の延長はありません。
◆玉熊明日香 金19:30 一般クラス
発表会には出演しない為、時間の延長はありません。
◆NOBUO＆TOMOKO 水18:00 リトルキッズクラス
追加レッスン時間 17:45～19:00 ※開始が15分早まります。
◆NOBUO＆TOMOKO 水19:30 ジュニアクラス
追加レッスン時間 19:15～20:30 ※開始が15分早まります。

裏面にチケット販売についての
お知らせがあります

【チケット種類】
▽まちなか情報センターで購入できるチケット
・指定席 (3,000 円 ) ご購入時に希望の席をお選びいただけます。お席の確保ができて安心です。
・自由席 (2,500 円 ) 自由席エリア内のお好きなお席へお掛けください。
▽スタジオで購入できるチケット
・親子席（2,500 円）親子室という専用のお部屋からガラス越しにご覧いただけます。
赤ちゃんをお連れの方の専用席となります。
・車椅子席 (2,500 円 ) 車椅子のまま観覧でき、段差がなく移動しやすいお席です。
【ご注意ください】
＊チケット発売にあたって整理券の配布等は行いません。
＊座席表は本紙右面、またはまちなか情報センター・スタジオ・スタジオホームページよりご覧いただけます。
＊チケットはご予約・お取り置きはできません。車椅子席・親子席はスタジオにてご予約可能です。
＊座席数に限りがございます。早めのご購入をおすすめ致します。
＊子ども料金はございませんが、３歳以下で座席を利用しない方は無料です。
＊キッズの部・一般の部それぞれ別チケットになります。お間違えのないようご注意ください。
＊まちなか情報センターでの購入は現金のみとなります。
＊いかなる場合も交換、返品、返金、紛失の際の再発券は致しかねます。
＊購入時の路上駐停車は販売場所やご近所のご迷惑となりますので絶対におやめください。

＜ プレイガイド ＞
まちなか情報センター

キッズの部

＜チケットぴあ＞
自由席のみチケットぴあでも購入いただけます。

住所 青森県弘前市土手町 94-1

取り扱い：セブンイレブン・ファミリーマート

TEL 0172-31-5160

※発券手数料、決済手数料がかかる場合がございます。
詳しくは右の QR コードよりホームページをご確認ください。

営業 9:00-21:00

＜お問い合わせ / 親子席・車椅子席予約＞
FUNKY STADIUM
TEL [A スタジオ ] 0172-32-8224 ／ [B･C スタジオ ] 0172-88-6499
営業 平日 16:00-22:00 ／土曜 9:30-13:30 ※A スタジオのみ
親子席・車椅子席は A スタジオ・B スタジオの両店で購入・予約可能です。

FUNKY STADIUM

ホームページ

一般の部

販売席エリアのみを表示して
おります。
後方に生徒席がございます。

令和元年 12 月 14 日 ( 土 ) 午前 9 時よりまちなか情報センター にて発売！！

親子席・車椅子席については
スタッフにお尋ねください。

【チケット発売日・発売場所】

ご購入いただけません

指定席（326 席）

発表会チケット販売について

自由席（136 席）
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