
日時日時 事例と計画停電について事例と計画停電について HOJOバレエスタジオ
月日 曜日
3/11 金

3/12 土

3/13 日
3/14 月

3/15 火

3/16 水

3/17 木

3/18 金

3/19 土

3/20 日
3/21 月/祭
3/22 火

3/23 水

3/24 木

3/25 金

3/26 土

3/27 日

3/28 月

3/29 火

3/30 水
3/31 木

項目分け 計画停電スケジュール 通常クラス 対処 振替の日時・中止 備考
地震 東北大地震おこるM9 １７：１５～１８：４５ 中止 中止 東北大地震発生／余震が続く為

１８：４５～２２：００ 中止 中止 東北大地震発生／余震が続く為
余震 １０：３０～１１：３０ 余震が酷い為→お休み→振替 別日程に設定 東北大地震／余震が続く&交通の混乱の為

１１：３０～１２：３０ 余震が酷い為→お休み→振替 別日程に設定 東北大地震／余震が続く&交通の混乱の為
１３：００～１４：３０ 余震が酷い為→お休み→振替 ３／３０ (水) 10:50 東北大地震／余震が続く&交通の混乱の為
１４：３０～１６：００ 余震が酷い為→お休み→振替 ３／３０ (水) 10:50 東北大地震／余震が続く&交通の混乱の為
１９：２０～２０：２０ 余震が酷い為→お休み→振替 ３／２７ (日)   9:00 東北大地震／余震が続く&交通の混乱の為

余震 日曜レッスン／１０：３０～１１：３０ 通常通り
計画停電の対応 １５：１５～１６：１５ 通常通り

１６：１５～１７：１５ 通常通り
計画停電の対応 １８：２０～２２：００→回避 １７：１５～１８：４５ 初の計画停電で状況をみる為休み→振替 ３／２７（日）10:30 初の計画停電の状況を見る為

１８：４５～２２：００ 初の計画停電で状況をみる為休み→振替 ３／２７（日）10:30 初の計画停電の状況を見る為
計画停電の対応 １８：２０～２２：００→回避 １０：３０～１１：３０（延長あり） 通常通り

１７：１５～１８：４５→ １７：０５～１８：１３ 時間変更
１８：４５～２０：４５ ナシ
２０：４５～２２：００ ナシ※ ※計画停電備え全生徒欠席の為→クラスなし

計画停電の対応 １５：２０～１９：００ １７：１５～１８：４５→ １６：３０～１８：００ 時間変更
１８：４５～２２：００→ １８：３０～２１：００頃 時間変更

計画停電の対応 １２：２０～１６：００ １０：３０～１２：００ 通常通り
１７：１５～１８：４５ 通常通り
１８：４５～１９：１５ 通常通り
２０：４５～２２：００ 通常通り

計画停電の対応 ９：２０～１３：００ １０：３０～１２：００　♢ 通常通り　♢
＜１６：５０～２０：３０→中止＞ １７：１５～１８：４５ １３：３０～１５：１０ 時間変更

１８：４５～２２：００ １５：１０～１６：５０ 時間変更
計画停電の対応 ＜６：２０～１０：００→中止＞ １０：３０～１１：３０ 通常通り

１１：３０～１２：３０ 通常通り
＜(１３：５０～１７：３０)→中止＞１３：００～１４：３０ 停電でも→通常通り 停電無く通常通り実施済み

１４：３０～１６：００ 停電でも→通常通り 停電無く通常通り実施済み
１６：００～１８：００／コンクール練習 停電の時は→コンクール練習は無し 停電無く通常通り実施済み
１９：２０～２０：２０（延長２１：００） 停電→３/27(日）に振替か他曜日に振替 停電無く通常通り実施済み

計画停電の予定 お休み
計画停電の予定 お休み
計画停電の対応 １２：２０～１６：００ １０：３０～１１：３０（延長あり） 通常通り

１７：１５～１８：４５ 通常通り
１８：４５～２０：１５ 通常通り
２０：４５～２２：００ 通常通り

計画停電の対応 ９：２０～１３：００→中止 １７：１５～１８：４５　 １３：３０～１５：３０ 時間変更 対象者にはメール
（１６：５０～２０：３０）→中止 １８：４５～２２：００　♢ １５：３０～１７：３０　♢ 時間変更 対象者にはメール

計画停電の対応 ６：２０～１０：００→中止 １０：３０～１２：００　 通常通り みなみ野はナシ
（１３：５０～１７：３０）→中止 １７：１５～１８：４５　♢ 通常通り　

１８：４５～２０：１５　 通常通り
２０：４５～２２：００ 通常通り

計画停電の対応 １８：２０～２２：００ １０：３０～１２：００ 通常通り
１７：１５～１８：４５　♢ １４：００～１６：００ 時間変更 対象者にはメール
１８：４５～２２：００　♢ １６：００～１８：００ 時間変更 対象者にはメール

計画停電の対応 １５：２０～１９：００→中止 １０：３０～１１：３０ 通常通り
１１：３０～１２：３０ 通常通り
１３：００～１４：３０ 通常通り
１４：３０～１６：００　♢ 通常通り　♢
１６：００～１８：００　♢ 通常通り　♢停電→ナシ 停電実施の時→なし
１９：２０～２０：２０（２１：００）　 通常通り　

計画停電の対応 １２：２０～１６：００→中止 ９：００～１０：３０  大人／初級クラス／予定 ３／１１ (金)の振り替えで用意したクラス ※３／１２（土）美容も振替で参加可能
１０：３０～１２：００　 ３／１４ (月) C3～Aクラス合同

計画停電の対応 ９：２０～１３：００→中止 １５：１５～１６：１５ １５：００～１６：１５　合同 時間変更
（１６：５０～２０：３０）→中止 １６：１５～１７：１５　♢ 〃 時間変更

１７：１５～１８：４５　♢ １３：３０～１５：００ 時間変更
１８：４５～２０：１５　♢ １０：１０～１２：３０ 時間変更
２０：１５～２２：００　♢ 〃 時間変更

計画停電の対応 ６：２０～１０：００ １０：３０～１１：３０（延長あり） 通常通り
１２：３０～１３：３０ 個人レッスン

（１３：５０～１７：３０） １７：１５～１８：４５ 通常通り　♢
１８：４５～２０：１５ 通常通り
２０：４５～２２：００ 通常通り

計画停電の対応 １８：２０～２２：００ AM１０：５０～１２：２０ ３／１２（土）C3~A合同振替
計画停電の対応 １５：２０～１９：００ チャリティーレッスン／♦一般～生徒対象 ♦１０：００~１１：００園児～小３♦１１：１５~１２：３０小４～大人♦各クラス共１０００円♦１０：００~１１：００園児～小３♦１１：１５~１２：３０小４～大人♦各クラス共１０００円♦１０：００~１１：００園児～小３♦１１：１５~１２：３０小４～大人♦各クラス共１０００円

♦２０１１／３／２８／１2：１５up　改定（４回め）しました。♦２０１１／３／２８／１2：１５up　改定（４回め）しました。♦２０１１／３／２８／１2：１５up　改定（４回め）しました。

このたびの東北関東大震災において被災されました皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
今回の東北関東大地震は、本当に残酷で惨い出来事で被災された方々の事を思うと胸が痛く辛いです。

これから訪れる日々が、少しでも被災されたの方々の心を癒すものにつながり、少しずつでも勇気と希望の光につながっていけます様に。

あの素晴らしい自然と豊かな土地と生活が、一日でも早く被災された方々のもとに戻ってくる様にお祈り申し上げます。

私達スタジオも電気の使用を極力抑え、できる事に取り組みたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで「計画停電」にも対応していきましょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　・「電気」は節電に協力します。

　　　　　　　　　　　　　　　使用してない所は電気を消しています。レッスン時も節電につとめ、ロビーは最低限にしています。

　　　　　　　　　　　　　・「暖房」は控えています。暖かい格好で着込んで準備・レッスンを受けてください。

　　　　　　　　　　　　　・「計画停電」で影響を受けているクラスがあります。

　　　　　　　　　　　　　　→なるべく重ならない様に調整しています。

　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせのメール確認の時、「計画停電の振替時間に来れない場合」「スタジオの判断で、お休みにしたクラスに来ている生徒」は

　　　　　　　　　　　　　　　振替を許可しています。　　

　　　　　　　　　　　　　　　いつもは参加しない生徒も参加する場合がありますが、今の時期は状況を理解し、みんなで協力しあいましょう。　　　　　　　　　　　　　

＜＜　レッスンについて　＞＞　

◎「 ３月　新中学生養成期間 」　木曜日→１７：１５＆１８：４５両クラスを受講の事。上のクラスの早退は認めません。

　　　　　　　　　　　　　　　( 火曜日→同じ対応をしています。火曜日に来ている生徒は受講してください。※　計画停電中はクラス時間を参照ください。）

＜＜　振替について　＞＞

◎「 全クラス 」計画停電によるお休み分は、振替（上記参照）できます。　振替期間は４月末日までです。しばらくは「計画停電」の様子をみなくてはなりません。状況の変化に合わせ対応して行きます。

　　個人単位で振替もできますが、クラス全体を他日程で用意して消化する場合があります。

◎　【 　３／１１（金）　】自然災害のため中止扱い。

◎　【 　３／１２（土）の扱いについて　】

　  ♦＜C3～Aクラスの生徒＞は、３／３０（水）参加してください。♦＜１０：３０と１１：３０クラス＞は後日にクラスを用意します。

　　３／１２（土）は、余震が酷かったのと交通の混乱で状況を見る為お休みでした。 本来、大地震による余震が続く時や交通の混乱など、今回の様な未曾有の出来事が起こった場合は、中止です。

　　今回は、「他日程に移動し振替」扱いにします。但し、今後はこちらの判断で、中止扱いにする場合があります。又、振替を予定していてもその日が「計画停電や、地震や心配される余震、交通の混乱、

　　気象など」事情でやむを得ずクラスがお休みで無くなった場合などは、振替は消化できない場合もでてくると云う事をご了承ください。

◎　基本的にレッスンが行われた日に個人事情でお休みされた分の振替はできません。但し、今回は、３／１２（土）１４（月）分は振替可です。

　　　　　　　　　　　　　　　▶▶▶  ３／１５（火）～　４／５ （火）期間のお休みも振替可。＜全クラス対象＞に追加訂正（3/25）→　振替期間　５／７（土）まで。　ブログを参照。

◎　中止扱いは、振替はありません。

◎　【　３／１４（月）C3～A の生徒　】は、３／２７（日）１０：３０にクラスを用意しましたので振替として参加してください。

◎　表にある♢印＝「計画停電」と重なる予定のあるクラス。


