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城間 陽路 1年 中村 唯華 3年 参段
9級 赤嶺 ゆな 2年  神里 美緒 5年

4級 仲間 彩音 3年 金城 りりか 1年 準参段 先にmailでお知らせいたしました。10月より消費税引き上げに伴い
豊住 直央 3年 横山 愛花莉 2年 13級  下里 彩歌 4年 消費税引き上げ相当分に関して授業料を改定させていただきます。

五段 5級 波平 奏名 2年 平良 東子 3年 初段 改定月：2019年10月
 新垣 望愛 5年 大城 快知 4年 與那原 愛弥 2年 赤嶺 ゆな 2年  小嶺 琳奈 5年 授業料　　　　￥5,000（8％￥400→10％￥500）＝￥5,500

四段 中村 光 3年 濱川 花姫 2年 平良 康臣 1年  照屋 杏佳 5年 週4日以上　￥6,000（8％￥500→10％￥600）＝￥6,600
 城間 陽愛 4年 阿波根 昌友 3年 翁長 美月 1年 石原 さら 1年 2級 兄弟３人目　\4,300（8％\300→10％\400）＝\4,400
参段 山内 星乃 3年 石堂 孫敬 1年 松堂 凛子 年長 嘉手苅 菜央 6年 なお、教材の料金については、現時点におきまして、料金据え置きと
 古井 咲朱 6年 屋宜 七奏 3年 10級 14級 仲間 優 4年 させていただきます。

準参段 宮城 結菜 2年 赤嶺 とな 3年 宮里 誠護 1年 4級 別途、お知らせも同封いたしますので、ご確認ください。
 大城 昊己 6年 6級 栁澤 武蔵 2年 具志堅 暖 1年 島袋 優雅 5年 ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
 金城 由依 4年 翁長 美夕 5年 眞喜志 果凛 2年 三宅 優里 年長 山城 有寿 4年
準弐段 仲座 あかり 4年 安谷屋 陽士 1年 嘉手刈 慎 年長 中村 光 3年
 泉水 彩 4年 金城 璃南 4年 11級 神里 麻衣 年長 新里 凜 3年 10月行事予定
初段 翁長 彪 3年 李 凌駿 3年 5級   5日(土) ～6日(日)　合宿
 垣花 景 4年 金城 大地 3年 新里 ひより 3年 眞喜志 綾香 4年  暗算が得意になると、 場所 糸満青年の家　時間　集合　8時30分
1級 伊佐 茉央 3年 上原 さよ 2年 九段 宮城 ひまり 1年  いろいろなことが見えてくる。  12日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 池宮城 咲良 4年 濱川 太陽 3年 大城 瑠香 2年  波照間 颯 中1 6級  スーパーに買い物に行けば  14日(月）体育の日通常授業お休み
 金城 凛奈 3年 國仲 凜 2年 大城 優真 2年  平田 裕乃介 5年 植木 葉衣美 3年  「詰め替えお得」「ﾁﾗｼ特価」  14日(月）祝日練習　9時～12時、1時～3時
2級 パニヨン 櫻子 年長 森 建人 1年  金城 秀治 4年  などポップが並ぶなか  19日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 儀保 美月 6年 7級 宮里 凜 1年 六段  ちょっと計算すると、結局  20日(日) 全日本通信珠算競技大会
 屋比久 絆愛 4年 平良 心 4年 金城 耀 1年  金城 由依 4年  詰め替えではなく、本体を 場所　糸満農村環境改善センター
 金城 虎大郎 3年 神里 このは 3年 照屋 華玲 1年 五段 吉川誠一郎 4年  購入したほうが容量が多く  22日(火) 即位礼正殿の日通常授業お休み
3級 新里 皇太 2年 慶田元 心花 1年  新垣 克咲 中1 吉川ななみ 2年  単価は安かったり、ﾁﾗｼ特価  23日(水) 検定申込締切
 儀保 百花 6年 波照間 未来 1年 城間 誉孝 1年 準五段 半嶺 友聖 1年  と書いてあっても、特価では  24日(木) 検定試験日(てるや)
 比嘉 采音 4年 8級 高安 乃愛 1年  垣花 景 4年 平安座 唯衣 年長  ない定番商品のほうが  25日(金) 検定試験日(つかざん)
 永吉 沙衣 2年 平良 春太 2年 12級 準四段  単価が安いことは多い。  26(土) 午前検定練習 9時～12時、1時～3時

屋比久 梨愛 2年 平良 東子 3年  金城 雄星 3年 　　踊らされない暗算力
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