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サンロード青森３ＦカルチャーセンターＲＡＢ学苑 表示価格はすべて

税抜ですRAB学苑春便り 平日/10時～20時
土曜/10時～１８時
日曜・祝日はお休みとなります。

サンロード青森の地域貢献活動の一環としてスタートしたRAB学苑。お陰様で本年４月をもちまして開業35周年となります。
これまでおよそ延べ26万人、青森市の人口とほぼ同じくらいの方々にご利用していただきました。大変ありがとうございました。
これからも地域の皆様に一層貢献できるように各種サービスを充実させ新たな講座の提供をして参ります。

ANNIVERSARY
th

ZUMBA®（木・夜）

親子で楽しむ内容です。手遊びを取り
入れながら赤ちゃんと一緒にヨガを
楽しみます。また、産後ママの骨盤矯
正ストレッチなど行います。

赤ちゃんとママのためのプログラム

ハッピーハグハグ❤ベビーヨガ

姿勢改善 カラダバランスケア

楽しく歌おう！昭和のメロディ♪

あなたの青春を彩った懐かしの歌謡曲を、一緒に楽しく歌いま
しょう。お手本映像を見ながらギター演奏に合わせて歌います。
◆第1・2・3火曜日11:00～12:00
◆受講料：（3ヵ月9回）12,600円
◆運営費:1回100円
◆講師：シンガーソングアーティスト たいぞう

やさしい木彫り
初心者でも木彫りの面白さが味わえるような、
やさしいカリキュラムを用意しております。経
験者には、自由作品・創作へのアドバイスを行
い、初心者も経験者も一緒に楽しく仲良く行
います。

◆第2・4土曜日10:15～12:15
◆受講料：（3ヵ月6回）7,800円
◆運営費:1回100円
　（教材費別途、準備品あり）
◆講師：木彫り研究家 藤森 和敏

ガールズグループの

 K-POPカバーダンスクラス
大人気のK-POPアイドルの振り付けを3ヶ月で1曲
マスターしていくレッスンです。K-POPの曲に合わせ
て基本の動きや振り付けを繰り返し行いますのでダ
ンス未経験者でも大丈夫。〈対象:小学生～大人まで〉

◆水曜日16:45～17:45
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円
◆運営費:1回100円
◆講師：DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多魅

ブレインdeフィットネス～認知症予防に～
運動が苦手な方でもゲーム感覚で楽しめる脳
の健康体操です。左右違う動きをするなどして
レクリエーションゲームのように進めていきま
す。手・足・指など体全体を使い、普段とは違う
動きで、思わず笑いも出てきます。

◆第2・4木曜日13:30～14:30
◆受講料：（3ヵ月6回）7,800円
◆運営費:1回100円
◆講師：インストラクター 齊藤 由美子

4月3日（水）16:45～

キッズ絵画
小さい子は落書き感覚で感性を重視しま
す。その上で筆の使い方や色の使い方な
どを指導していきます。小学生からは線
の描く練習から始め、モチーフを描き色
使いや絵画の基礎を指導します。

3月28日（木）16:30～

3月22日（金）〈３才～小１〉16:10～ 〈小2～〉17:00～

ゲーム感覚で楽しむ脳とカラダのエクササイズ

自由な発想で個性を伸ばそう

アカネバレエの
 ジュニアクラシックバレエ

ボードゲーム「囲碁・将棋・オセロ」

◆火曜日16:30～18:30
◆受講料：月謝制（4回）2,000円
◆運営費:1回100円
◆講師:青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

3月19日（火）16:30～〈体験料500円〉

歌のパワーで健康促進！
懐かしのフォークソングや歌謡曲で心も体も健康に

スタイルUP＆デトックス

リニューアル！

リニューアル！

DJ&ラップスクール
【DJコース】曲のつなぎ方（MIX）を中心にスクラッチ、カットイン
などの技術も丁寧に解説して教えます。機材は準備しております。
【ラップコース】ラップの歌唱法を指導いたします。あまりメロディ
を付けずにリズミカルに喋るように歌う方法を指導します。

◆〈DJコース〉第1・3火曜日19:00～20:30
   〈ラップコース〉第2・4火曜日19:00～20:30
◆受講料：各コース（3ヵ月6回）7,800円　◆運営費:1回100円

〈DJコース〉4/2.16 〈ラップコース〉4/9.23
＊2日間の参加もできます

リニューアル！

はじめての津軽民謡
初めての方でも民謡王座の称号を持つ講師が発声方法から
節回しまでやさしく指導いたします。年齢を問わず親子、お友
達同士でお気軽に受講ください。

◆隔週木曜日18:00～19:00
◆受講料：（3ヵ月6回）小学生7,200円、中学生以上9,000円
◆運営費:1回100円　＊中学生まで入会金無料
◆講師：第54代津軽民謡王座 かすみ

3月28日（木）、4月4日（木）18:00～

リニューアル！

リニューアル！

年長さんから大人までの習字
正しい筆順・正しい文字の形・大きさ・配字・字形の
整え方などを指導します。学校の書写指導と一
貫しており安心して学ぶことができます。また大
人は、文字の基本から応用技能の習得、芸術豊
かな書道を目指します。（級・段の認定制度有り）

◆月曜日16:30～18:30
◆受講料：月謝制（4回）4,400円
◆運営費:1回100円
◆講師:日本教育書道会東部支部長 高井 彩舟

リニューアル！
〈土曜日コースだけとなりました〉

4/11スタート予定

4/10スタート予定4/11スタート予定

4/5スタート予定

◆第1・3木曜日

　

◆受講料：（3ヵ月6回）
　〈4才～小3〉7,200円 〈小4～中学生〉7,800円
◆運営費:1回100円
◆講師：あとりえTrapeze（トラピス）代表 伊藤 寛

◆受講料：各1,600円
◆運営費:各100円 ◆材料費:各800円
◆対象:9才～大人 （小学生は要保護者同伴）
◆講師:青森県初ロザフィ認定講師 さとみ

青森初！紙で作る薔薇のアクセサリー

ロザフィアクセサリー手作り体験

誰でも簡単、気軽に

実践！マインドフルネスで
　　　　　　　心の筋トレ

1日講座

1日講座

大人かわいい女子雑貨
ビーズを貼ってつくる

黒ブタちゃんのおしゃれトレイ

1日講座

3月8日（金）19:00～20:30

◆受講料：3,000円（運営費込）
◆講師:青森市かめや酒店店長 伊藤 恵

初心者向けに行います。今回はこの冬に仕込まれた
新酒4～5種類を飲み比べながら、ラベルの読み方、
日本酒の特徴のつかみ方を教えます。

日本酒テイスティング1日講座

4月13日（土）・20日（土）10:00～12:00

◆受講料：
　親子ペア6,000円、1名4,000円
　（別途保険料980円）
◆会場:エイトマウンテン
　（青森市自由ヶ丘）※現地集合
◆対象:小学生以上の方
　※中学生までは保護者の付き添いが必要です
＊レンタルシューズあります

バランス感覚と頭脳を同時に使い体幹
も鍛えられるため、今人気となっている
スポーツ。初心者対象にルールをはじ
め、うまく登るコツ、ホールドのつかみ方
からコース攻略法まで指導します。

親子で楽しむ ボルダリング入門全2回

3月16日（土）・23日（土）・30日（土）10:00～12:00

こどもプログラミング教室（中級～上級）
スクラッチでオリジナルゲームを作ろう

全3回

5月19日（日）・6月2日（日）10:30～12:00

◆受講料：（全2回）5,000円
◆運営費:（全2回）200円
◆教材費:1,000円
◆講師:宝地図ナビゲーター 須藤 竜一郎

夢をクリアにしたい方、夢を叶え自分らしく生き
たい方を対象に、実際に宝地図を作成し、活用法
をマスターしましょう。

夢をかなえる宝地図セミナー全2回

①3月17日（日） ②4月21日（日）
各11:00～12:00

アナトミックヨガとは骨盤周りに効果
的にアプローチする体幹トレーニング
法です。身体の中心部である骨盤に
フォーカスし筋トレ、ストレッチを組み
合わせて行います。体幹を鍛えたい
男性にもおすすめです。

きついけど、スッキリ

アナトミックヨガ
1日講座

全9回

【あおもりコンピュータ・カレッジ提携講座】

3才からのお子様を対象とした初心者からのクラシックバ
レエ教室です。クラシックバレエは姿勢が基本です。お稽
古を重ねるにつれ、手足の伸ばし方などが身につき、雰囲
気のある優雅な動きが日常でもできるようになります。

◆金曜日

◆受講料：（3ヵ月11回）13,200円
◆運営費:1回100円
◆アカネバレエ主宰 桜庭 茜根 （講師:井上 陽菜乃・袴田 直美）

小学生と女性を対象とした初心者向けボー
ドゲーム教室です。考える力や忍耐力、集中
力など「非認知能力」を育てる情操教育の
一つとして注目されております。毎回お好
きなボードゲームを選んで受講できます。

運動健康講座

手工芸講座 音楽講座

いつでもお試し体験できます（有料）

現代こぎん刺し
津軽に伝わる伝統の「こぎん刺し」。基本の
刺し方を現代風にアレンジしてくるみボタン
やコースターなどの生活雑貨やインテリア
用品を作っていきます。組合わせ次第で雰
囲気も様々なものが作れるのも魅力です。

◆隔週水曜日10:15～12:00
◆受講料：（3ヵ月5回）6,800円
◆運営費:1回100円　※別途材料費必要
◆講師：なか雪こぎん主宰 中村 由紀子

こども講座

講師/DJ/MC HiRO

3月28日（木）13:30～

3月26日（火）19:45～
無料体験会

無料体験会

無料体験会

無料体験会

無料体験会

無料体験会

＊2日間の参加もできます無料体験会

１日体験会

〈無料セミナー開催〉3月26日（火）11:00～

手工芸講座

こども講座
〈対象:生後4ヶ月～1才〉
◆受講料：（3ヶ月全9回）10,800円
◆運営費:1回100円
◆講師:NPO法人ヨガ連盟
　ティーチャーインストラクター 奥崎 憲子

①3月15日（金）
　19:00～20:00
②4月18日（木）
　11:50～12:50

◆受講料：各1回/RAB学苑会員1,300円、一般1500円
◆運営費:各1回/100円
◆講師:ヨガインストラクター 相馬 かほる

世界中の企業、学校、病院などでも取り入れられているマインドフ
ルネス（瞑想）の体験です。瞑想は座禅とは違い堅苦しいものでは
なく、イスに座って誰でも簡単にできます。

短命県返上応援企画第４弾

「楽しく歌おう！昭和のメロディ」
歌って心も体も健康に！ 無料講座

歌うことは手軽な健康法です。この講座では歌の健康
パワーについての解説の後、実際に、懐かしのフォー
クソングや歌謡曲を歌います。

３月26日（火）11：00～12：00
講師：シンガーソングアーティスト たいぞう

先着１５名様限定。申込み順となります

ストレッチ＆パワーヨガ
ダイナミックで活動的な動きが特徴のヨガです。体幹を鍛
えたい方、健康的にダイエットしたい方におすすめです。
中でもねじりや筋線維を柔軟にする動きは、筋肉（贅肉）
に刺激を与え、引き締まった体に導いていきます。

◆火曜日19:45～20:45
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円
◆運営費:1回100円
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ロザフィペーパーに樹脂でコーティングす
ると陶器のような艶感の薔薇に仕上がり
ます。薔薇のイヤリング、ネックレス、リン
グなどを作ります。＊イヤリング・ピアス・
ネックレス・リングの中から2点選んでいた
だき作ります。

身近で入手しやすいハーブを主に使用し作ります。
ハーブの知識と活用方法をお伝えします。

季節のハーブ活用術1日講座

◆受講料：各1回/1,500円
◆運営費:各1回/100円
◆材料費:各1回/1,000円
◆講師:メディカルハーブコーディネーター・ハーバルセラピスト 前田 しのぶ

4月21日（日）・5月19日（日）・6月16日（日）
各日11:00～12:30

トレイに絵柄を描き
その上からビーズを
敷き詰めてボンドで
貼り合せて作ります。

◆受講料：1,500円
◆運営費:100円
◆材料費:800円
◆講師:中学校美術教員免許
　加藤 園子

4月19日（金）
13:30～16:30

◆受講料：各1回/RAB学苑会員1,400円、一般1,700円
◆運営費:各1回/100円

暮らし講座

◆受講料：6,000円
◆会場:あおもりコンピュータ・カレッジ
　（青森市荒川）※現地集合
◆講師:あおもりコンピュータ・カレッジ専任講師
◆対象:小学4年生～中学生 
　※親子での参加可

プログラミングの中級～上級編です。米
国マサチューセッツ工科大学が開発し
た子ども向けプログラミング学習ツー
ルScratch（スクラッチ）を使い、オリジ
ナルゲーム開発の楽しさを学びます。

◆金曜日12:00～13:00
◆受講料：（3ヵ月11回）14,300円
◆運営費:1回100円
◆講師：生理痛研究室L&B代表
　美子宮・更年期アドバイザー 今 愛美

4月/ぐっすり眠ってキレイをつくる
ハーブティーとアロマボトル
5月/癒しと喜びの
アロマワックスバー
6月/父の日のプレゼントに
ハーブチーズ

4月1日（月）16:30～無料体験会

3月22日（金）12:00～

ラクロスボールを使って筋肉をほぐしたり、ス
トレッチで正しい姿勢に導きます。正しい姿勢
でいることで代謝が倍になり痩せやすく疲れ
にくいカラダになっていきます。身体が硬い、
むくみが出やすい、運動不足解消などに効果
が期待できます。男性の方も受講できます。

無料体験会

はじめての洋裁
初めての方でも丁寧に個別の希望に合わせてお仕
立てからお直し、リメイクまで指導していきます。子
供服や小物づくりもできます。

◆水曜日（月2回）10:30～13:00
◆受講料：（3ヵ月6回）7,800円
◆運営費:1回100円
◆講師：一級婦人子供服製造技能士・職業訓練指導員 安田 礼子

増設しました！

人気のため増設しました！
ラテン系の音楽とダンスを
融合させたフィットネスで
す。ラテンのリズムに乗って
パーティのように楽しんで
仕事の疲れを吹き飛ばしま
しょう。

◆木曜日18:30～19:30
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円
◆運営費:1回100円
◆講師：AFAA認定インストラクター
　Zumba®インストラクター 山口 京

3月28日（木）18:30～無料体験会

運動健康講座

ウィークエンドYOGA
～ゆっくりとしたヨガが心と身体を癒します～

◆金曜日19:00～20:30
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円
◆運営費:1回100円

＊いつでもお試し体験できます（有料）

スーパーそろばん
～話題のフラッシュ暗算で右脳を開発する～

集中力、記憶力、忍耐力向上など無限
の可能性を秘めたツールとして、再び
脚光を浴びています。
◆金曜日16:00～18:00 （小学生）
◆受講料：月謝制（４回）4,400円
◆運営費:1回100円
　 （教材費別途、準備品あり）

美子バレエの
ちゃいるどくらす

クラシックバレエの基礎から、創作バレエが
踊れるまで指導いたします。

～癒しを感じて女子力アップ～
ハーバリウム

ボトルの中に描く植物の世界を
楽しむ作品です。使用するお花は
プリザーブドフラワーとドライフラワー。
特殊なオイルに入れて長く楽しむことができます。
初めての方でも簡単に楽しく作ることができます。

◆第2土曜日10:30～12:30
◆受講料：（3ヵ月3回）3,900円 ◆運営費:1回100円 （教材費別途）

初心者のための楽しいコーラス
～童謡やスタンダード、流行のポップスまで～

お１人お1人の声を大事にお互いの
声の個性を活かすハーモニーを目指
します。歌唱力、表現力を身に付け、美
しいハーモニーを紡いでみませんか。

◆木曜日11:00～12:00
◆受講料：（3ヵ月10回）11,000円
◆運営費:1回100円

運動
健康 こども

手工芸

音楽

押し花＆ドリームフラワー

＊いつでも
お試し体験できます（有料）

＊いつでも
お試し体験できます（有料）

＊いつでもお試し体験できます（有料）

＊4月からいつでも
お試し体験

できます（有料）

Dry夢Flower（ドリームフラワー）とは、
美しい花を美しく乾燥させて残す夢の
ようなフラワーアートです。また押し花
は視覚、嗅覚、触覚を使うため、脳に良い
刺激を与え認知症予防にもつながりま
す。この講座では押し花かドリームフラ
ワー、どちらかやりたい方を選べます。

◆第2・4木曜日10:30～12:30
◆受講料：（3ヵ月6回）7,800円
◆運営費:1回100円 （教材費別途）

こども空手
身体を鍛えたい方、精神を磨きたい方へ、立ち方・拳の握り方から基本動作の
突きや蹴りとともに、実践稽古や移動稽古を行います。（昇級試験有り）

◆土曜日①（小学生～）16:00～17:00　②（４才～年長）17:10～18:10
◆受講料：月謝制（４回）4,400円　◆運営費:1回100円
　（年間傷害保険代、道着・サポーター代別途）

＊いつでもお試し体験
　　　できます（有料）

3月29日（金）19:00～ 〈体験料500円〉１日体験

◆土曜日13:00～14:00 （４才～小３）
◆受講料：（３ヶ月１１回）13,200円
◆運営費:1回100円 （準備品あり）

多魅のB&G DANCE

◆水曜日17:50～18:50 （年長～小学生）
◆受講料：（３ヶ月１１回）12,100円
◆運営費:1回100円

4月3日（水）17:50～ 〈体験料500円〉１日体験

ジャズをベースにいろんなダンスを
融合させた多魅流ダンスです。ダンス
を踊って自信をつける、など子供たち
に今の時代を生き抜く力強さを身に
付けさせながら、楽しく進めます。

しなやかでバランスのとれた心と身体のために
「動き」「呼吸」「ココロ（意識）」を合わせながら
ゆっくりと行います。自律神経を整えたり、自然
治癒力を高めたりする効果を望めます。

社交ダンス

火曜日コース 3月19日10:15～
土曜日コース 3月23日10:15～

１日
体験

初めてのヨガ
初めての方、体が硬くふつうのヨガにつ
いていけない方たちにソフトなヨガを指
導します。血行を促し、内臓を強化し均整
の取れた体づくりにも役立ちます。

◆水曜日14:00～15:00
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円
◆運営費:1回100円

3月27日（水）14:00～ 〈体験料500円〉１日体験
＊4月からいつでもお試し体験できます（有料）

〈体験料各500円〉

◆土曜日〈入門・初級〉10:15～11:15 〈中級〉11:25～12:25
　火曜日〈入門〉10:15～11:15
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円 ◆運営費:1回100円

【入門・初級】基本ステップ、姿勢の矯正等
を学びながら楽しくダンスを踊ります。
【中級】体の使い方を知り、動きのテク
ニック等を習得しながらダンスに対する
理解を深めます。

おすすめ講座

＊いつでもお試し体験できます（有料）

35周年に寄せる講師の言葉

初受講した講座に満足頂けなかった時は

お子様がすでに入会していて、
親御さんが後から入会する場合

サンロード青森会員（Web会員含む）は

サンロード青森会員様サービス未受講分の受講料を返金します

60才以上及び
こども講座

入会金無料！！

入会金1,000円引き。

（中学生まで）

◆初めて受講した講座に限ります。
◆初受講日から１か月以内のお申し出に限ります。
◆未受講分の受講料と運営費が対象です。
◆すでに購入された教材費・入会金・傷害保険等は対象外です。
◆提携講座及び短期終了講座・フリーコースは対象外です。

（返還当日支払分のみの対象となりますので学苑休業日が
返還日になった時はご利用できません）
サンロード青森会員に入会してからの受講をお勧めします。入会金無料！！

い
つ
も
ご
利
用
い
た
だ
け
る
サ
ー
ビ
ス

講座見学者には入会金半額券進呈。
（通常2,000円が1,000円に）※見学日より1週間有効。

講座見学は無料です。

サンロード青森が毎月20日・3０日に行っている
サンロード青森会員5％返還サービス

は学苑受講料も返還対象となります。

「30年以上も講師を続けてこられるとは思ってもいませんでした。長い人では20年近く続けて受講して頂く方もおりまし
た。こうして今もって続けられているのは、１人１人がレベルアップし作品が上手に出来た時の喜ぶ顔があったからだと思
います。作品販売や他の受講生とともに行った旅行など講座以外での活動も良い思い出となっております。でも中には思
うように作品が出来ずに去られていった方もおりました。人に教える難しさを感じ心が折れそうになった時、RAB学苑ス
タッフの暖かい応援、励ましがあり、辞めることなく講座を続けてこられました。スタッフの皆様には感謝しております。
RAB学苑がこの先、40年50年と末永く続けられますように、今後も微力ながらお手伝いしていきたいと思っております」

30年以上に渡りRAB学苑で講師をしていただいた加賀屋講師に
30年を振り返っての感想を述べていただきました。

粘土クラフト講師
加賀屋恵美子

春の新講座

4月/ぐっすり眠ってキレイをつくる
ハーブティーとアロマボトル
5月/癒しと喜びの
アロマワックスバー
6月/父の日のプレゼントに
ハーブチーズ

短期講座 入会金
不要

入会金無料！

新講座無料体験！

期間中、講座受講お申込みの方は
入会金（通常2,000円）を無料とさせて頂きます。

期間中にスタートする新講座を
無料で体験して頂けます。

受付時間

2019年

4/9スタート予定

4/4スタート予定

4/3スタート予定

4月2日～6月4日までの火曜日
①10:20～11:10 ②11:30～12:20

4月6日（土）①10:30～11:30②13:30～14:30

※大人だけの参加OK!

〈3才～小1〉16:10～16:50
〈小2～〉   17:00～18:00

〈4才～小3〉  16:30～17:30
〈小4～中学生〉16:30～18:00

楽しく踊りながらの健康法
ストレッチ＆
           ジャズダンス
全身の筋肉を隅々まで伸ばし心地よくス
トレッチをしながらダンスを楽しみます。

◆火曜日13:30～14:40
◆受講料：（3ヵ月11回）12,100円
◆運営費:1回100円

4月2日（火）13:30～ 〈体験料500円〉１日体験

キャンペーン期間:3月1日～4月27日

※但し、一部除きます。

1day・2day
お試し体 験 お試し体験コース～お好きな日に講座の体験ができます～

「お試し１dａｙ」「お試し２dａｙ」の各体験コースができました。お好きなときに一度試してみたい方にお勧めします。

１．準備品などある体験もありますので先ずはお問い合わせください。
２．希望講座日をお申し込み下さい。申し込みは希望日の1週間前までにお願いします。
３．当日は在籍受講生と同時間・同教室での体験となります。
４．予め決められた教材やテーマでの体験となります。初めての方には基本指導をしながら進めていきます。
５．通年受付しますが、お１人様１講座一回限りとなります。
６．体験後1ヶ月以内に正規受講手続された場合、入会金は無料となります。
7.満員の場合、お断りする場合があります。

お試し1day対象講座

お試し2day対象講座

〈こども講座〉
＊キッズフラワーアレンジメント（第1土13：00～）
　講師が決めた花材を使っての作品づくり
　体験料2,200円（材料費込）

〈音楽講座〉
＊アコースティックギター（木19：00～）
　自分が弾きたい曲、もしくは講師セレクト曲に挑戦
　体験料1,400円（ギター無料貸出あり）
＊楽しいコーラス（木11：00～）
　講座日に用意された楽曲を一緒に歌います/体験料1,100円
＊楽しく歌おう！昭和のメロディ（第1・２・３火11：00～）
　講座日に用意された楽曲を一緒に歌います/体験料1,400円
＊はじめての篠笛（第1・３木19：00～）
　笛の持ち方、吹き方の基本を体験
　体験料2,000円（篠笛無料貸出あり）

〈絵画・書道〉
＊はじめての鉛筆画・色鉛筆画（第1・3木13：30～）
　講師が用意したモチーフ描き/体験料1,300円
＊淡彩画（第2・4金13：30～）
　講師が用意したモチーフ描き
　体験料１，３００円（材料・道具は無料貸出）
＊葉書絵（第4水13：30～）
　講師が用意したモチーフ描き/体験料１，３００円
　材料費１００円（当日直接講師へ支払。道具は無料貸出）
＊実用書道＆ペン字（第2・４火10：30～）
　体験日に用意したお手本書き/体験料１，３００円

〈暮らし〉
＊健康麻雀（土）10：15～
　実践体験/体験料1.100円

＊美子バレエ（土13：00～）
　体験料1,200円
＊こども空手（土 ①16：00～ ②17:10～）
　体験料1,100円
＊キッズトレーニング（第１・３月15：15～）
　体験料1,200円
＊スーパーそろばん（金16：00～）
　体験料1,100円
＊PKJのDance×3（金17：30～）
　体験料1,100円
＊キッズカンフー＆体操（木17：00～）
　体験料1,100円
＊ボードゲーム（火16：30～）
　体験料500円

〈生け花・茶道〉
＊フラワーアレンジメント（第1・３土10：30～）
　講師が決めた花材を使っての作品づくり
　体験料1,300円　材料費2,000円（当日直接講師へ支払）
＊裏千家（第1・3木18：30～）
　お茶の頂き方お菓子の取りかた、いただき方の作法体験
　体験料1,800円（材料費込）

＊籐・あけび（第１・３火13：00～）
　かご作り/体験料2,600円（２回分）
　材料費1,700円～3,500円（当日直接講師へ支払）
＊粘土クラフト（金10：30～）
　壁掛け作り/体験料2,200円（２回分）
　材料費800円（当日直接講師へ支払）

感性を育てる！

元気な子供に！

手軽にできる健康！

RAB学苑講座案内平成31年度4月からの ※表示価格はすべて税抜価格となっております。※一部の講座を除き入会は随時できます。 ※一部の講座を除き、受講の際は入会金・受講料の他に運営費がかかります。※表示がない講座でも、準備品や材料費は別途にかかる場合もあります。

第１2回
行政書士試験完全攻略講座

ウリギャラリー主宰 朴 美子（パク ミジャ）

ウリギャラリー主宰 朴 美子（パク ミジャ）

火曜13:30～14:40
3ヶ月（10回）13,000円
教材費別途

火曜11:00～12:10
3ヶ月（10回）13,000円
教材費別途

HSK（漢語水平考試）認定試験監督官
専門学校教員 佐藤 志保

HSK（漢語水平考試）認定試験監督官
専門学校教員 佐藤 志保

月曜19:00～20:30
3ヶ月（10回）13,000円

3ヶ月（10回）13,000円

①17:00～17:30
②17:40～18:10
③18:20～18:50

月曜

中国語会話 グループレッスン

中国語会話 個人レッスン

行政書士法人青森総合法務事務所代表 城戸 隆秀 他

土曜13:00～17:00
10ヶ月（全34回）198,000円
教材費別途

楽しんで学ぶ韓国語〈初級コース〉

はじめての韓国語〈入門コース〉

ビジネスとスキルアップ

＊初心者は入会できませんので予めご了承下さい。
土曜12:45～17:00
サークル活動費（月4回）2,600円

サークル活動
健康麻雀サークル

指導する講師がおりませんが、
同じ趣味を持つ方々との交友を深められます。

第2・4月曜19:15～20:15
3ヶ月（6回）7,800円

第2・4木曜13:30～14:30
3ヶ月（6回）7,800円

金曜12:00～13:00
3ヶ月（11回）14,300円

火曜10:30～11:30
3ヶ月（11回）12,100円

火曜19:45～20:45
3ヶ月（11回）12,100円

水曜14:00～15:00
3ヶ月（11回）12,100円

水曜12:40～13:40
3ヶ月（11回）12,100円

木曜10:30～11:30
3ヶ月（11回）12,100円

木曜18:30～19:30
3ヶ月（11回）12,100円

金曜19:00～20:30
3ヶ月（11回）12,100円

第1・3土曜10:30～12:00
3ヶ月（6回）7,800円

ヨガインストラクター SAKI

ヨガインストラクター 相馬 かほる

ヨガインストラクター
相馬 かほる

AFAA認定インストラクター 山口 京

ヨガインストラクター 相馬 かほる

アシュタンガヨガインストラクター 伸梨子

NPO法人日本YOGA連盟
ティーチャーインストラクター 奥崎 憲子

IYCヨガインストラクター 伸梨子

ジャズダンス・ソフトエアロビクス
インストラクター 相馬 かほる

初めてのヨガ

座ってできるイスヨガと
呼吸筋ストレッチ

ゆるヨガ＆瞑想

くつろぎのウィークエンドYOGA

コンディショニングヨガ

アシュタンガヨガ
プライマリークラス〈Ⅰ〉

ストレッチ＆パワーヨガ

50才からのHappy体操＆ヨガ

ムーン　     ヒーリング

Moon Healingヨガ

ヨ
　
ガ

火曜11:40～12:40
3ヶ月（11回）12,100円

65才からの楽々けんこう体操と
脳トレでリラックス

月曜13:30～15:00
3ヶ月（11回）12,100円3B体操協会公認指導士 織田 恭子

3B健康体操（午後）

PFA PILATES ADVANCE
COACH 米谷 聡美

火曜18:30～19:30
3ヶ月（11回）12,100円

金曜10:30～11:30
3ヶ月（11回）13,200円

火曜14:00～15:30
3ヶ月（11回）12,100円

金曜13:30～15:30
3ヶ月（11回）12,100円

日本武術太極拳連盟公認指導員
奥村 吉昭

生理痛研究室L&B代表 今 愛美

㈳日本武術太極拳連盟公認
太極拳A級指導員 木立 つよい

ジャズダンス・ソフトエアロビクス
インストラクター 相馬 かほる

インストラクター 齊藤 由美子

ヨガインストラクター 相馬 かほる

ピラテス入門

ブレインdeフィットネス

姿勢改善 カラダバランスケア

ロコモ予防体操始めよう！

健康ストレッチ＆太極拳

太極拳（金）

太
極
拳

3ヶ月（11回）12,100円

①月曜18:30～19:30
②土曜14:30～15:30
3ヶ月（11回）13,200円

火曜18:30～20:00
3ヶ月（11回）13,200円

水曜13:00～14:30
3ヶ月（11回）13,200円

水曜18:50～20:20
3ヶ月（11回）13,200円

木曜10:30～12:00
3ヶ月（11回）13,200円

木曜13:00～14:30
3ヶ月（11回）13,200円

月曜19:45～20:45
3ヶ月（11回）12,100円

火曜13:30～14:40
3ヶ月（11回）12,100円

木曜18:30～19:30
3ヶ月（11回）12,100円

月曜10:30～11:40
3ヶ月（11回）12,100円

火曜10:15～11:15
3ヶ月（11回）12,100円

金曜13:30～14:40
3ヶ月（11回）12,100円

金曜18:40～19:40
3ヶ月（11回）12,100円

木曜19:45～20:45
3ヶ月（11回）12,100円

金曜19:45～20:45
3ヶ月（11回）12,100円

土曜15:45～16:45
3ヶ月（11回）12,100円
中学生入会金無料

ピラテスエクササイズ

はじめての健康社交ダンス

J-POP DANCE

アフタヌーンエクササイズ

ヒップホップダンス入門

楽しく踊ろう社交ダンス

HIPHOP・DANCE

初めてのHiphop Dance

初心者向け夜のHULAレッスン

ストレッチ＆ジャズダンス

ZUMBA®（木・夜）

ベリーダンス≪女性限定≫

キックボクシングスタイル
エクササイズ

ベリーダンスインストラクター 多　魅

JAFA会員 小野 郁子

JAFA会員 小野 郁子

PFA PILATES ADVANCE COACH 米谷 聡美

JAFA会員 小野 郁子

RAB学苑専任講師 櫛引 江利子

JAFA会員 小野 郁子

藤森ダンススタジオ 藤森 秀昭・藤森 富枝

藤森ダンススタジオ 藤森 秀昭・藤森 富枝

隔週水曜10:30～11:30
3ヶ月（6回）9,000円

健康手踊り
第37代津軽手踊り名人位 福井 真希子

RAB学苑専任講師 櫛引 江利子

RAB学苑専任講師 櫛引 江利子

RAB学苑専任講師 福士 紀子

RAB学苑専任講師 福士 紀子

DANCE CREW「GOLD RUSH」主宰 高橋 誠

Hiphopインストラクター 村上 慎平

土曜 入門.初級10:15～11:15
中級       11:25～12:25

対象:中学生～一般

AFAA認定キックボクシングインストラクター 佐藤 厚子

ダンスで健康！

中級者向け夜のHULAレッスン

中級者向けHULAレッスン

中級者向け午後のHULAレッスン

初心者向け午後のHULAレッスン

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

フ
ラ
ダ
ン
ス

第1・3日曜11:00～12:00
3ヶ月（6回）7,800円

日曜ZUMBA®
AFAA認定インストラクター Zumba®インストラクター 山口 京

AFAA認定インストラクター Zumba®インストラクター 山口 京

文部省認可㈶日本手芸普及協会師範 佐藤 道枝

水曜13:30～15:30
3ヶ月（11回）14,300円
教材費別途

四季のニットを楽しむ お試し1day

お試し1day

お試し1day

一級婦人子供服製造技能士・職業訓練指導員 安田 礼子

一級婦人子供服製造技能士・職業訓練指導員 安田 礼子

日本手工芸指導協会師範 今 美喜子

RAB学苑専任講師
佐藤 江利子

全日本写真連盟会員 山上 敏昭

裏千家助教授
三浦 宗和

①木曜10:30～13:00
　3ヶ月（10回）11,000円
②第2・4木曜10:30～13:00
　3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

自分で作って素敵に見せる洋裁

はじめての鉛筆画・色えんぴつ画

基礎作品をゆっくり作る洋裁

癒しのフィルム写真とデジカメ

水彩画

ビーズワーク

レザーアート

3ヶ月（6回）7,800円
年間傷害保険代別途

第1・3木曜13:30～15:30
3ヶ月（6回）7,800円

第1・3木曜18:30～20:15
3ヶ月（6回）7,800円
お菓子代別途

金曜10:30～12:30
3ヶ月（11回）12,100円

第1・3木曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

第1・3木曜10:30～12:00
3ヶ月（6回）9,000円
教材費別途

木曜13:30～15:30
3ヶ月（9回）10,800円
教材費別途

第2・4木 座講13:30～15:00屋外実習 半日～終日

茶道 裏千家 お試し1day

お試し1day

RAB学苑専任講師 佐藤 夏枝

RAB学苑専任講師
織田 恭子

RAB学苑専任講師
岩谷 俊民

日本水彩画会青森支部会員
樋口 信雄

日本水彩画会青森支部会員 
樋口 信雄

 金山焼陶芸教室ちゅうばち講師
陶芸家 中鉢 徹

布えほんづくり

金山焼入門

淡彩画

健康麻雀

第２・4金曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

土曜10:15～12:15
3ヶ月（11回）12,100円

第2・4金曜13:30～15:00
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

第2・4金曜13:30～15:30
3ヶ月（6回）7,800円

第2・4金曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

バッグや小物づくり
リネンやコットン生地を使って

和裁職業訓練指導員・一級技能士 市川 愛子

日本フラワーデザイナー協会（NFD）講師 村上 香代子

はじめての和裁

フラワーアレンジメント

第2・4土曜10:30～13:00
3ヶ月（6回）9,000円

能面作家 井上 京子能 面（入門）
第3土曜13:30～16:30
3ヶ月（3回）5,400円
教材費別途

第1・3土曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）7,800円
花材費別途

プリザーブドフラワー
FLEURIR（フルリール）主宰 いちのへ みほ

ハーバリウム 第2土曜10:30～12:30
3ヶ月（3回）3,900円
教材費別途

アメリカンフラワー ディップアート協会公認講師 SAKI

第１・３日曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）9,000円
教材費別途

ディップアートフラワー

第１or3日曜11:00～14:30
3ヶ月（3回）3,900円
教材費別途

アトリエあおい檸檬主宰 山田 邦子日曜絵画

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

日本創作人形協会会員 加賀屋 恵美子
粘土クラフト 金曜10:30～12:30

3ヶ月（11回）12,100円
教材費別途

お試し2day

元気で感性豊かな子供づくり

入会金不要こども講座
中学生まで第1・3木曜19:00～20:30

3ヶ月（6回）12,000円
教材費別途

第1・2・3木曜
19:00～20:30
3ヶ月（9回）12,600円

シンガーソングアーティスト 
たいぞう

山口流名取教授 山口 汐花（せきか）
はじめての篠笛

はじめてのクラシックギター

アコースティックギター弾き語り
お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

隔週水曜12:30～14:00
3ヶ月（6回）9,000円
三味線貸出有り（有料）

〈DJ〉第1・3火曜19:00～20:30
〈ラップ〉第2・4火曜19:00～20:30
3ヶ月（6回）7,800円

第1・2・3火曜
11:00～12:00
3ヶ月（9回）12,600円

津軽三味線奏者 遠藤 昌宏

DJ/MC HiRO

シンガーソングアーティスト たいぞう

津軽三味線

楽しく歌おう！昭和のメロディ♪

DJ＆ラップスクール

懐かしのフォークソングや歌謡曲で心も身体も健康に

男女参加OK！

音楽を通じての生きがいづくり

お試し1day

お試し1day

お試し1day

木曜11:00～12:00
3ヶ月（10回）11,000円

隔週木曜17:00～18:00
3ヶ月（6回）12,000円
教材費別途

隔週木曜18:00～19:00
3ヶ月（6回）9,000円

第2・4木曜①18:00～②18:30～
③19:00～④19:45～⑤20:15～
3ヶ月（6回）12,000円
教材費別途

〈各30分〉

第1・3日曜①11:00～②12:00～
③13:00～④14:00～〈各50分〉
3ヶ月（6回）12,000円

ヤマハポピュラーミュージックスクール
インストラクター 神 路彦

ヴォイストレーナー・声美人研究家・声楽家
元声優専門学校講師 小山内 カヲル

声楽家・ヴォイストレーナー
ヴォイスセラピスト・東京二期会会員 小山内 カヲル

はじめてのウクレレ

ヴォイストレーニング 個人レッスン

初心者のための楽しいコーラス

第54代津軽民謡王座かすみ

かまたギター教室主宰 鎌田 慶弘

対象:年長～ 月曜16:30～18:30
月謝制（月4回）4,400円
段・級認定希望者教材費別途、半紙代別途日本教育書道会東部支部長 高井 彩舟

年長さんから大人までの習字

対象:小学生～中学生

対象:年中～小学生

対象:小学生～

対象:小学生

対象:3才～中学生

月謝制（月4回）4,400円
テキスト代初回のみ2,000円
教材費1回100円

丸山そろばん教室主宰 福田 洋子

金曜16:00～18:00
月謝制（月4回）4,400円
教材費別途

第１土曜13:00～13:40
3ヶ月（3回）3,600円
教材費別途

〈年中・年長〉15:15～16:00
〈小１～小３〉16:15～17:00
〈小４～小６〉17:10～18:00

木曜

青森早期英語教育研究会講師
青森県学習塾協議会正会員 福士 明美

日本フラワーデザイナー協会（NFD）講師 村上 香代子

津軽三味線
〈ジュニアクラス〉

スーパーそろばん

キッズの
フラワーアレンジメント

4才から小学生までの
ジュニア英語

隔週火曜17:00～18:00
3ヶ月（6回）7,200円
三味線貸出有り（有料）

津軽三味線奏者 遠藤 昌宏

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

隔週木曜18:00～19:00
3ヶ月（6回）7,200円第54代津軽民謡王座 かすみ

はじめての津軽民謡

対象:4才～中学生

キッズ絵画

Registered Tutor in Parchment Craft 小笠原 孝子

第4水曜13:30～15:30
3ヶ月（3回）4,500円
教材費別途

隔週水曜10:15～12:00
3ヶ月（5回）6,800円
教材費別途

第4火曜13:30～15:00
3ヶ月（3回）4,500円
教材費別途

パーチメントクラフト お試し1day

一級婦人子供服製造技能士 職業訓練指導員 安田 礼子

RAB学苑専任講師 池田 海

（月２回）水曜13:30～16:00
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

（月１回）水曜13:30～15:30
3ヶ月（3回）3,900円

一級婦人子供服製造技能士 職業訓練指導員 安田 礼子

（月２回）水曜10:30～13:00
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

はじめての洋裁〈午前コース〉

山野流着装教室皆伝講師對馬 恵美子
月曜10:30～12:30
3ヶ月（11回）13,200円

山野流着つけ

心あたたまる…葉書絵 お試し1day

アトリエあおい檸檬主宰 山田 邦子
第1・2・3火曜13:00～15:00
3ヶ月（9回）9,900円

はじめての油彩画

手先や感性を使った生きがいづくり
第2・4月曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）8,400円
教材費別途ステンドグラス工房AKARI代表 北の工人会員 工藤 禮子

青森県俳句懇話会会長
青森市俳句連盟会長 木村 秋湖

公益財団法人
日本手芸普及協会認定

パッチワーク指導員 山内 朋子

青森県書道連盟同人 木村 東月

木彫り研究家 藤森 和敏

花咲書道教室主宰 奈良 静苑

葛西籐工芸教室主宰 葛西 明子

戸塚刺繍一級師範 千葉 フサ

アトリエ「カルージュ」認定
ディプロマ取得 下山 美雪

第4火曜10:30～12:30
3ヶ月（3回）4,500円
教材費別途・道具代別途

第1・3火曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

第2・4月曜13:15～15:30
3ヶ月（6回）7,800円

月曜10:30～12:30
3ヶ月（11回）12,100円
教材費別途

第2・4火曜13:00～16:00
3ヶ月（6回）8,400円
教材費別途

第2・4火曜10:30～12:00
3ヶ月（6回）7,800円

第1・3火曜13:00～15:30
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途・道具代別途

ステンドグラス

籐・あけび生活用品教室

はじめての実用書道＆ペン字

カルトナージュ

戸塚刺しゅう

第2・4土曜10:15～12:15
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

やさしい木彫り

書道入門

パッチワーク

俳　句

お試し2day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

DANCE BRIGHT主宰
ベリーダンスインストラクター 寺島 佐和子

火曜17:00～18:00
3ヶ月（11回）12,100円

第1・3火曜16:00～16:50
3ヶ月（6回）7,200円

第1・3月曜15:15～16:00
3ヶ月（6回）7,200円

キッズ・チアダンス

ジュニア’s HIPHOP

キッズベリーダンス

はじめてのリズムDEダンス

キッズトレーニング

多魅の
B&G DANCE

こどもHULAレッスン

対象:５才～小学生

対象:３才～年長位

対象:5才～小学生

対象:3才～中学生

対象:3才～小学生

対象:女性

①第2・4月曜 ②毎週月曜
〈３才～小２〉16:10～17:00
〈小３～中３〉17:10～18:10
①3ヶ月（6回）7,800円
②3ヶ月（11回）14,300円
ポンポン代別途

水曜17:50～18:50
3ヶ月（11回）12,100円

水曜17:15～18:15
3ヶ月（11回）12,100円

対象:年長～小学生

対象:5才～小学生

JAFA会員 小野 郁子

DANCE BRIGHT主宰 寺島 佐和子

チアダンスインストラクター 三上 麻衣子

国際審判員・日本卓球協会公認レフェリー 久慈 佐知子

運動健康指導士 三上 麻衣子

DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多 魅

ＲＡＢ学苑専任講師櫛引 江利子

3ヶ月（11回）12,100円

〈5才～小１〉15:40～16:30
〈小２～小６〉16:40～17:40月曜

火曜16:30～17:30
月謝制（月4回）4,400円
年間傷害保険代別途
ラケット貸出有り（有料）

ジュニア卓球（初心者～中級）
対象:小学生

青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

火曜16:30～18:30
月謝制（月4回）2,000円

ボードゲーム
「囲碁・将棋・オセロ」

対象:小学生

金曜17:30～18:30
3ヶ月（11回）12,100円

〈３才～小1〉16:10～16:50
〈小2～〉17:00～18:00金曜

3ヶ月（11回）13,200円

4才から踊れる
PKJのDance!Dance!Dance!

アカネバレエの
ジュニアクラシックバレエ

ガールズグループの
K-POPカバーダンスクラス 水曜16:45～17:45

3ヶ月（11回）12,100円

対象:小学生～

DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多 魅

対象:3才～

対象:4才～中学生

アカネバレエ主宰 桜庭 茜根 他

ジャズダンス・ソフトエアロビクスインストラクター 相馬 かほる

土曜

土曜13:00～14:00
3ヶ月（11回）13,200円美子バレエのちゃいるどくらす

対象:5才～小学生

対象:4才～小3

江利山美子バレエスール 江利山 美子・葛西 天子

Kids Hiphop Dance
〈5才～年長〉12:40～13:25
〈小１～小３〉13:35～14:25
〈小４～小６〉14:35～15:35

3ヶ月（11回）12,100円Hiphopインストラクター 村上 慎平

全日本嵩山少林寺気功協会動功武術部青森支部 伸梨子

木曜17:00～18:00
3ヶ月（11回）12,100円
年間傷害保険代別途

キッズカンフー＆体操
対象:年中～小学生

土曜18:15～19:15
3ヶ月（11回）12,100円
年間傷害保険代別途

土曜18:30～19:30
3ヶ月（11回）12,100円
年間傷害保険代、道着・サポーター代別途

対象:小学生～
こども合気道

対象:4才～小学生

月謝制（月4回）4,400円
年間傷害保険代、道着・サポーター代別途

〈小学生～ 〉16:00～17:00
〈４才～年長〉17:10～18:10土曜こども空手

国際空手道連盟青森県支部長 鹿内 茜 他

国際空手道連盟青森県支部長 鹿内 茜・原子 典久

対象:小2～中学生小2から通える
空手オープンクラス

青森県合気道連盟理事長
合氣光林館道場道場長 米谷 恵司 他

PFA PILATES ADVANCE COACH 米谷 聡美

月曜10:30～12:00
3ヶ月（11回）12,100円

月曜12:00～13:00
3ヶ月（11回）12,100円

3B体操協会公認指導士 志田 孝子
転倒寝たきり予防 3B体操

ピラテスで体幹トレーニング

スポーツで健康！

国際空手道連盟青森県支部長 鹿内 茜・原子 典久

青森県合気道連盟 理事長
合氣光林館道場 道場長
米谷 恵司 他

土曜18:30～20:00
3ヶ月（11回）13,200円

土曜19:15～20:45
3ヶ月（11回）13,200円

空手オープンクラス

合気道入門

身体を使った健康・生きがいづくり

723-1341017-
お申込み
お問合せ
《受付時間》
 平日…10時～20時　土曜日…10時～18時

 日曜・祝日はお休みとなります。

新

新

新

新

日本ヴォーグ社認定
ポーセラーツインストラクター 下山 美雪

火曜16:30～18:30
月謝制（月4回）2,000円

ふくろう歌会主宰 佐藤 羽美

第2・4水曜10:30～12:00
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

ゼロから学ぼう短歌のイロハ

新

新

新

新

新

パステルシャインアートセラピスト
キットパスアートインストラクター 長谷川 真理子

①第1・3水曜10:30～12:00
　3ヶ月（6回）8,400円
②第4土曜１0:３０～12:00
　3ヶ月（3回）4,200円
教材費別途

第1・3木曜
①〈4才～小3〉16:30～17:30
　3ヶ月（6回）7,200円
②〈小4～中学生〉１6:３０～18:00
　3ヶ月（6回）7,800円

パステルシャインアート

ポーセラーツで素敵な器づくり

ふしぎな花倶楽部押し花アーティスト
ドリームフラワークリエーター 大澤 喜美子

押し花＆ドリームフラワー 第2・4木曜10:30～12:30
3ヶ月（6回）7,800円
教材費別途

＊各講座共に定員があります。又最少人数に達しない場合は中止と
　なることもありますので予めご了承ください。

会員制となっておりますので入会金２，０００円が必要となります
（３年間有効。子供講座、体験会、１日講座は入会金不要）

申
込
方
法

　　①直接ＲＡＢ学苑受付でお申込みください。
　　　（電話での申込みは予約受付となりますので講座受講の１週間前までに正式な手続きをお願いします）
　　②印鑑は不要です
　　③クレジットでのお支払いもＯＫ（一部、クレジット一括払いとなるカードもあります）
　　④原則、いったん納められた入会金、受講料の払い戻しはいたしかねます
詳しくはＲＡＢ学苑ホームページ「よくある質問」「入会手続き」をご参照ください

●最少人数に達しない場合は中止となることもありますので予めご了承ください。
●締切日は各講座実施日の１週間前までとなります。各講座定員がありますので、全て事前申込みとなります。お早めにお申込みください。

　　　　　ご自分の都合に合わせて、好きなものを
組み合わせて受講できるコースです。6ヶ月間有効
のパスカードをご購入頂き、5回ないし、10回受講し
て頂くシステムです。忙しくて直前じゃないと受講が
決められない方や、ちょっとだけ体を動かしたい方な
ど是非、気軽にご利用ください。

■ピラテスエクササイズ　
■転倒寝たきり予防3B体操　
■ピラテスで体幹トレーニング
■3B健康体操（午後）　
■キックボクシングスタイル
　エクササイズ（夜）
■はじめてのヨガ　
■コンディショニングヨガ　
■ゆるヨガ＆瞑想　
■アフタヌーンエクササイズ　
■ウィークエンドYOGA　
■社交ダンス入門　
■キックボクシングスタイル
　エクササイズ（午後）
■日曜ZUMBA®　　　

（月）10:30～11:40
（月）10:30～12:00
（月）12:00～13:00
（月）13:30～15:00
（月）18:30～19:30

（水）14:00～15:00
（木）10:30～11:30
（木）18:30～19:30
（金）13:30～14:40
（金）19:00～20:30
（土）10:15～11:15
（土）14:30～15:30

（第1.3日）11:00～12:00

5回コース→    8,500円
10回コース→16,000円

※各講座の日程はお問い合わせ下さい。受講は前もって予約が必要と
　なります。満員の場合受講をお断りする場合があります。

入会金不要！
6ヶ月有効

健康フリーコース 今後の講座運営に生かすためにモニターを募集

入会申込手続き

〈手工芸〉
＊戸塚刺しゅう（第2・４火13：00～）
　ランチョンマットにワンポイントの刺しゅう
　体験料1,400円　材料費５００円（当日直接講師へ支払）
＊四季のニットを楽しむ（水13：30～）
　自分が編みたい作品を編みます/体験料１，３００円
＊パーチメントクラフト（第4水13：30～）
　ヨーロッパ風のおしゃれな封筒づくり/体験料１，５００円
　材料費５００円（当日直接講師へ支払）
＊ステンドグラス（第2・４月10：30～）
　ガラスのトレーもしくはテラリウム作り
　体験料1,400円　材料費各1,000円（当日直接講師へ支払）
＊パッチワーク（第1・３火10：30～）
　１２㎝角のミニミニクッションづくり/体験料1,300円
　材料費１，２００円（当日直接講師へ支払）
＊レザーアート（第１・３木10：30～）
　レザーの小銭入れづくり/体験料1,300円
　材料費1,300円（当日直接講師へ支払）
＊カルトナージュ（第４火10：30～）
　ふわふわリボントレー/体験料1,500円
　材料費1,500円（当日直接講師へ支払）

＊現代こぎん刺し（隔週・水10：15～）
　くるみボタンづくり/体験料1,360円
　材料費100円（当日直接講師へ支払）
＊押し花（第2・4木10：30～）
　ミニフレーム（フック付）/体験料1,300円
　材料費1,000円（当日直接講師へ支払）
＊ハーバリウム（第2土10：30～）
　ミニボトルづくり/体験料1,300円
　材料費1,300円（当日直接講師へ支払）

【体験料1,100円】
＊ベリーダンス（月19:45～）
＊アフタヌーンエクササイズ（金13:30～）
＊65才からの楽々けんこう体操と脳トレでリラックス（火11:40～）
＊健康ストレッチ＆太極拳（火14:00～）
＊50才からのHappy体操＆ヨガ（火10:30～）
＊座ってできるイスヨガと呼吸筋ストレッチ（水12:40～）
＊はじめてのヨガ（水14:00～）
＊ゆるヨガ＆瞑想（木18:30～）
＊くつろぎのウィークエンドYOGA（金19:00～）
＊太極拳（金13:30～）
【体験料1,200円】
＊キックボクシングスタイルエクササイズ（月18:30～・土14:30～）
＊ロコモ予防体操始めよう（金10:30～）

リニューアル

リニューアル

リニューアル

リニューアル

リニューアル

リニューアル

リニューアル

お試し1day

青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

ボードゲーム
「囲碁・将棋・オセロ」

お試し1day なか雪こぎん主宰 中村 由紀子
由紀子先生の現代こぎん刺し

リニューアル

リニューアル

申
込
み
方
法・内
容

あとりえTrapeze代表 伊藤 寛
トラピス

あとりえTrapeze代表 伊藤 寛
トラピス

＊講座は3ヶ月間で終了するものではなく、短期終了講座及び　
　１日講座以外は年間通して継続受講できます。

〈運動健康講座〉

増
設
し
ま
し
た
！

増
設
し
ま
し
た
！

増
設
し
ま
し
た
！

＊教材費・準備品は各自負担となります ＊モニターは対象講座１つに付１名までとなります ＊お１人で複数講座のモニター受講はできません

モニター
募集

ベリーダンス（月19：45）・キックボクシングスタイルエクササイズ（月18：30、土14：30）
65才からの楽々けんこ体操と脳トレでリラックス（火11：40）・J-POP DANCE（金18：40）
くつろぎのウィークエンドYOGA（金19：00）・楽しく歌おう昭和のメロディ（火11：00）
四季のニットを楽しむ（水13：30）・淡彩画（第2・４金13：30）・健康麻雀（土10：15）
フラワーアレンジメント（第1・３土10：30）

対
象
講
座

指定講座の中からおひとつ受講（受講料無料）していただき、感想や
運営などに対するご意見をレポートしていただける方を募集。

◆募集数/１０名
◆申込み期間/３月１日（金）～３月３0日（土）　
◆モニター期間/４月～6月の期間に４回の受講

〈対象〉
青森市内在住の
40歳以上の方

はじめての津軽民謡
はじめての洋裁〈午後コース〉

戸塚刺しゅう

籐・あけび

粘土クラフト

ステンドグラス

鉛筆画・色鉛筆画

実用書道＆ペン字

パッチワーク

レザーアート

パーチメント
　　クラフト


