
運動で元気ハツラツ健康講座

健やかさを育むこども講座

音楽・芸術・手工芸と趣味の講座

サンロード青森3階
カルチャーセンター

大人初心者向けの
K-POPダンス＆ストレッチ

人気のK-POPダンスにチャレンジ！未経験の方や体力に自信の
ない方でも無理なく踊れるダンスレッスンです。ストレッチやリ
ズムトレーニング、アイソレーションを取り入れ運動不足も解消
します。まずは楽しむ気持ちでお気軽にご参加ください。

◆毎週金曜日10：30～11：30
◆対象：女性限定
◆受講料：月額5,280円
◆運営費：月額572円

4月7日（金）
10：30～11：30

音楽に合わせて
美ボディピラティスエクササイズ

体の中心部分を強化し、安定性を高めることで健康を維持する
ことを目的としたエクササイズです。体の歪みやバランスが整
うことでキレイな姿勢やスタイルUPなどが期待できます。ダン
スミュージックにあわせながら行っていきますが動き自体は簡
単なのでどなたでも参加できます。

◆毎週木曜日13：30～14：30
◆対象：一般（高校生以上）
◆受講料：月額5,280円
◆運営費：月額572円

3月23日（木）
13：30～14：30

カラダメンテナンス
じっくりと行うストレッチ

正しいストレッチ方法をマスターして、気になる箇所をしっかり
ほぐしていきましょう。自身の体と向き合い、体の声に耳を傾
け、どこが伸びているかなどをお一人お一人にフォーカスしな
がら、じっくり丁寧に指導していきます。週の初めの運動はここ
から始めてみませんか。

◆第2・4月曜日13：30～14：30
◆対象：女性限定
◆受講料：月額3,080円
◆運営費：月額286円

〈講師〉JADP認定ピラティスインストラクター ルミナ 〈講師〉日本体育協会公認
エアロビックインストラクター

齊藤由美子

〈講師〉DANCE BRIGHT主宰 SAWAKO

電子ピアノではじめる
ジュニアピアノ〈個人レッスン〉

ガールズグループの
K-POPカバーダンス〈キッズクラス〉

ピアノが初めてのお子様に譜面の読み方や書き方、バイエルなどから
始めましょう。お子様のレベルに合わせて楽しくレッスンします。個人
レッスンなので経験者の方も大丈夫。

〈対象/小学生〉
◆第2・4木曜日①16：00～②17：00～③18:00～
　第2・4金曜日①15:00～②16:00～③17:00～（各45分）

◆受講料：月額5,500円 ◆運営費：月額286円

〈講師〉ピアニスト
ピアノ家庭教師 黒瀧浩 キッズ絵画

のびのびとした環境のもと、自分が描きたい題材を自由に
描く講座です。小さいお子さんは落書き感覚で個性を重視
したうえで筆や色の使い方などを学びます。小学生からは
線を描く練習から始め、自分のペースで創意工夫をしなが
ら描き、最後は作品として完成させることを目指します。

〈対象/4歳～小学生〉
◆第2・4木曜日16：30～18:00
（時間内に来て受講する自由スタイルです）
◆受講料：月額2,860円 ◆運営費：月額286円

〈講師〉画家 工藤大和

4月13日（木）
18：30～20：30

中・高校生の
鉛筆デッサン基礎
中・高校生を対象とした基礎的なデッサン講座で
す。初心者にも対応したカリキュラムで、静物を中心
に簡単なモチーフから始め、絵画の基本であるデッサンを学
びます。

〈講師〉画家 工藤大和

3月29日（水）
16：00～16：50

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。
憧れのアーティストになりきって踊るので楽しさ倍増です！

〈講師〉DANCING COMPANY Tina
インストラクター 多魅

太極拳は体内の「氣」の鍛錬が大事です。ゆったりとし
た動きが副交感神経の働きを高め、免疫力や自然治癒力
を向上させます。「氣」と血の流れがよくなって内蔵機能が向上
しますし、そのぶん体力もついてきます。一度始めると体の調子
が良くなると続ける方が多い講座です。

3月24日（金）
13：30～15：30

〈講師〉日本武術太極拳連盟公認
太極拳B級指導員 須藤八妃御 ヒーリングイスヨガ

椅子に座って呼吸を整え、癒しの音楽と共にヨガの基
本ポーズを行ないます。ヨガの深い呼吸が自律神経を整
え、心も体もリラックス。免疫力をアップさせていきましょう。

4月12日（水）
12：40～13：40

〈講師〉ヨガインストラクター
相馬かほる

〈講師〉ヨガインストラクター
相馬かほる

〈講師〉ヨガインストラクター
相馬かほる

やさしい
ベーシックヨガ（午後）
呼吸を大事にゆったりとヨガの基本ポーズ、アーサナ
を行っていきます。無理をしない動きで体の隅々まで伸ば
し、血流が良くなる事で肩こりや腰痛の予防、姿勢改善も期待
出来ます。

4月12日（水）
14：00～15：00

60代からの
ロコモとリズム体操
リズムに合わせて体の各関節まわりを動かしたり伸ば
したり。やさしい筋トレで下半身も鍛えていつまでもハッ
ピーに動ける体をつくっていきましょう！足腰のつらい方はイスに
座ってもできます。　

4月14日（金）
10：30～11：30

癒しの夜ヨガ
3月23日（木）
19:45～20:45

忙しい日々に安らぎのひと時を。
リラックスできる照明の中でゆったりとヨガを行います。次の日
に疲れを残さず、頑張った心と体を優しく癒してあげましょう。

〈講師〉IYPF公認ヨガインストラクター 工藤富士子

くつろぎの
ウィークエンドYOGA

3月24日（金）
19:00～20:30

金曜の夜、ゆったりとしたYOGAで身体と心を一つにして、あな
たのベストコンディションを目指していきます。自律神経を整え
たり、慢性的な症状をほぐしたり、自然治癒力を高めたりと良
いことづくめのヨガで1週間の疲れを癒しましょう。

〈講師〉ヨガインストラクター 奥崎憲子

ベリーダンス〈女性限定〉

3月27日（月）
19:45～20:45

ベリーダンスは優雅で美しい踊りです
が、特に骨盤や肩甲骨をほぐしていきますのでアンチエイジング
に大切なリンパの流れを良くし、ホルモンや腸の動きを整え、
代謝アップ、美肌づくりにも効果的です。お勤め帰り、家事育児
の合間に是非一緒にダンス＆リラックスしませんか。

〈講師〉ベリーダンスインストラクター 多魅

ワクワク健康体操
＆プチヨガ

3月28日（火）
12:00～13:00

運動が苦手な方でも出来る激しすぎない体操です。簡単な
ヨガのポーズも取り入れ、飽きずに楽しく続けましょう。

〈講師〉AFAA認定インストラクター 山口京

〈女性限定〉
楽らくワイズ体操

3月31日（金）
10:30～11:30

自分の足で元気に歩く。毎日を健康に
生活するためには運動は欠かせません。運動の専門資格を持つ
プロのトレーナーによる運動プログラムで、楽しく運動しながら、
日常生活に必要な筋力の貯蓄「貯筋」をして、いつまでも若々し
く暮らしましょう。50代以上の女性におススメです。

〈講師〉ワイズパーク青森トレーナー 若松佑弥

合気道入門
3月18日（土）
18:15～19:45

合気道は攻撃をする武術と違い、あく
までも身を守るための武道です。健康
増進とストーカー対策にもなります。

〈講師〉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

〈講師〉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

はじめてみよう囲碁
〈対象/小学生〉
 3月23日（木）
 16:30～17:30

囲碁は、考える力・集中力・先を読
む習慣を養える頭脳スポーツとして注目されています。囲碁を
通じて脳を刺激し、礼節も学びながら楽しみましょう。

キッズ英会話

小学生向けの英語教室です。講師
考案の教材や歌などで楽しく英会話を覚えましょう。また、英検
5級を目指し留学経験がある講師がイギリス英語と発音矯正を
丁寧にお教え致します。

〈講師〉青森県名誉最強位 古川元・日本棋院棋士二段 古川こんゆ

スーパーそろばん

計算力が身に付くのは勿論ですが、集中力、記憶力、忍耐力の
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。講座では現代の子どもが苦手とする文章題を導入する
など読解力の向上にも努めます。

〈講師〉丸山そろばん教室主宰 福田洋子

〈講師〉TESOL（英語教授法）取得認定講師 ティーチャー・サコ

こども合気道

合気道は武道の訓練と体力の増強、そして合気道の精神「愛を
もって相対する」という心の養成と仲間との協調性が養われます。

誰でも簡単・気軽に

神々に捧げるバリ島の踊り

マインドフルネスで心の筋トレ
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。

①3月24日（金）
②4月21日（金）
③5月26日（金）
④6月23日（金）
各19:00～20:00

◆参加費（各1回）:学苑会員1,573円  一般1,793円
〈講師〉ヨガインストラクター 相馬かほる

〈講師〉ヨガインストラクター 和田かずみ

トレーニングヨガ〈女性限定〉

美BODYを目指すトレーニングヨガです。ヨガのポーズや呼吸、瞑想
で心も体も整えます。全身を動かすポーズで全身スッキリリフレッ
シュ！初心者でも大丈夫！

①4月8日（土）②5月13日（土）
 各11:30～12:30
◆参加費（各1回）:1,793円

親子で楽しむ ボルダリング入門
東京オリンピックでのメダル獲得で話題沸騰中のスポーツ
クライミング「ボルダリング」を体験してみませんか？「始め
てみたいけど、ルールや方法がわからない」「うまく登るコツ
をつかみたい」といった初心者の方を対象にホールドのつか
み方からコース攻略法までわかりやすくお教えします。

4月1日（土）9:30～12:30

〈講師〉Diah Tanteri Hirosaki主宰 永田秋

バリ舞踊体験
「神々の住む島」と言われるバリ島では、毎日のようにどこかでお
祭りがあり、そこで神々への捧げ物とされるのがバリ舞踊です。
ゆっくり丁寧に練習しますので、年齢も経験も
問わず、だれでもご参加頂けます。

4月2日（日）11:00～12:00
◆参加費:2,200円
カイン（腰布）ステップレス（ベルト）無料貸出

水木ボディワークで春の不調を改善

〈講師〉ツキトタイヨウ主宰 今愛美

セルフボディワーク〈女性限定〉

ボディワークとはヨガやピラティス、ストレッチが一緒になったよう
なシンプルな動きで体と呼吸を整えます。運動が苦手、体が硬い方
でも大丈夫！ボディワークで春に起きる体の不
調や心身のバランスをリセットしましよう。

4月16日（日）10:15～11:15
◆参加費:1,793円

リラックスヨガ〈女性限定〉

自律神経を整える簡単なヨガのポーズと呼吸、瞑想
で心と体をリラックス。ヨガ初心者の方や、毎日忙し
く疲れている方、ゆっくり自分の時間が欲しい方に
おすすめします。

①3月25日（土）11:30～12:30
②4月  8日（土）10:15～11:15
③5月13日（土）10:15～11:15

3月16日（木）
17日（金）

〈各20分〉

楽しくスキルアップ！
午後のピアノ〈個人レッスン〉
個人レッスンなので初めての方もレベルに合わせて学べます。
ジャズやクラシックから懐かしい歌謡曲まで、あなたのお気に入りの
曲を弾いてみましょう。※レッスンはキーボードピアノを使用します。

◆第2・4木曜日①16：00～②17：00～③18:00～
　第2・4金曜日①15:00～②16:00～③17:00～（各45分）

◆受講料：月額5,500円
◆運営費：月額286円

〈講師〉ピアニスト
ピアノ家庭教師 黒瀧浩

3月16日（木）
17日（金）

〈各20分〉

はじめての鉛筆画

身近にある鉛筆を使って自由制作を基本としたデッサン講座です。初心者
から経験者まで、それぞれのモチーフを描いていきます。対象物の捉え
方、明暗の付け方などを実践して表現することを目的に課題を進めます。

〈4月13日スタート予定〉
◆第2・4木曜日13：30～15：30
◆受講料：月額3,080円
◆運営費：月額286円

〈講師〉画家 工藤大和

3月30日（木）
13：30～15：30
※材料費別途100円

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

〈講師〉DANCE BRIGHT主宰 SAWAKO

こどもは踊るのが大好き！でも、どこ
から始めたらいいの？そんな小さなお子さんをお持ちの方、まず
はリズムでダンスからはじめてみませんか。ストレッチなどの柔軟
からステップの練習などを毎回積み重ねることでリズム感はもち
ろん、基礎体力もつき、自然に持久力もついてきます。

〈対象/3歳～年長〉
 3月28日（火）
 16:00～16:50

ワンコイン
体験会

〈講師〉DANCE BRIGHT主宰 SAWAKO

ジャズダンスのしなやかな動きをベースにヒップホップのダイナ
ミックさを取り入れたダンスです。日頃、テレビなどで目にしてい
るアーティストのバックダンサーが良く踊っているダンスジャンル
です。セクシーでカッコいいキッズダンサーを目指そう。

〈対象/小学生〉
 3月28日（火）
 17:00～18:00

ワンコイン
体験会

〈講師〉青森県将棋連盟師範 奈良岡実

ジュニア将棋

小学生を対象とした将棋教室です。
ルールだけではなく、終盤の詰みま
で指せるようになるまで指導します。また、挨拶や対局姿勢など
のマナーや礼節が身に付きます。集中して根気よく考え続ける能
力は将来いろいろな場面で役立ちます。

〈対象/小学生〉
 3月28日（火）
 17:00～18:30

ワンコイン
体験会

〈講師〉JAFA会員 小野郁子

ジュニアʼs HIPHOP
〈初心者クラス〉

リズムの取り方、ステップの踏み方、体の動かし方など、曲に
合わせて初めてでも楽しくヒップホップを踊ります。

〈対象/小1～小3〉
 4月3日（月）
 16:00～16:50

ワンコイン
体験会

〈講師〉日本体育協会公認エアロビックインストラクター 齊藤由美子

キッズチアダンス

誰でも簡単に踊れるチアダンスは初めてのお子様でも安心。華
やかさもあり、基礎体力も向上しチームダンスなので協調性が
高められます。簡単なステップからハンドアクションまで専門講
師がやさしく丁寧に指導します。

ワンコイン
体験会

〈対象/小学生〉
 3月25日（土）
 13:00～14:00

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

おすすめ講座体験会

アコースティックギター弾き語り

3月17日（金）
19:00～20:30

〈講師〉シンガーソングアーティスト たいぞう

プリザーブドフラワー
「花畑のギフトBOX」

プリザーブドフラワーのイングリッシュローズ
をメインにして、ボックスの中にカラフルな花
畑をつくりましょう。透明な蓋付きボックスな
ので飾りやすく、ギフトにも喜ばれます。

〈講師〉プリザーブドフラワー
　FLEURIR主宰 いちのへみほ

更に！InstagramまたはFacebook、Twitterのフォロー画面ご提示で体験料20％OFF！

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

〈講師〉なか雪こぎん主宰 中村由紀子

ワンコイン
体験会

ワンコイン
体験会

※中学生以下の方が一人で参加する場合は保護者の付き添いが必要です。

こどもプログラミング教室
SCRATCH（スクラッチ）でオリジナルゲームを作ろう！
すでに小学校で必修化され、
今後は高校でも必修科目とな
る、プログラミング講座の初
級～中級編です。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。

3月25日（土）10:00～15:00（昼休憩あり）

◆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
◆対象:小学3年生～6年生
◆受講料:5,500円
◆講師:あおもりコンピュータ・カレッジ専任講師

おうちカフェ応援！
おいしいコーヒー教室

ご自宅で飲むコーヒーが２倍おいしくなる、初心者向け
コーヒー教室です。スペシャルティコーヒーを３～４種類テ
イスティングしながら、コーヒー豆の選び方や、ハンドド
リップで美味しく淹れるコツなどを学びます。おいしいコー
ヒーを飲みながら楽しくコーヒーのお話をしましょう。

4月7日（金）18:30～20:00

春の日本酒
テイスティング講座

今回は、冬に仕込まれた「新酒」3～5種類を飲み比
べながら、ラベルの読み方や、お酒の特徴のつかみ
方を習う、初心者向け日本酒テイスティング講座で
す。飲みながら楽しく日本酒のお話しをしましょう。

4月14日（金）18:30～20:00

さあ春です！

　新しい
　 はじ　てみよ　

事
め う！春の新入会

キャンペーン
2023年3月1日（水）～4月28日（金）

期間限定サービス

4月15日（土）
10:15～12:00
教材費:100円/1個

◆参加費:2,563円
（スペシャルティコーヒー100gお土産付き）

〈講師〉CycleCafeあんてな青森店長 菊池康太郎

ハンギングバスケット教室
高さのあるお花の演出をご自宅で楽しみませんか

壁やラティスに掛けて使用するハンギングバスケッ
トの鉢の使い方、作り方を実際に花苗を用いて体
験する講座です。お花を壁に掛けたり空間に吊下
げたりすることで演出の幅が広がり様々に楽しむこ
とが可能になります。鉢はご用意いたします。

4月27日（木）10:30～13:00

4月16日（日）10:30～13:00

◆参加費:3,443円
〈講師〉かめや酒店店長 伊藤恵

◆参加費:5,973円（材料費込）
〈講師〉ハンギングバスケットマスター 工藤雅子

縫わないで作れる！ツイードバッグ

アイロンと強力接着剤を使用し生地を貼り組み立
て、さらにカシメ金具を打ち付けて補強して仕上げま
す。針と糸を使わず工作感覚で作る事が出来ます。

5月26日（金）、6月2日（金）
各10:30～13:00

◆参加費:16,423円（材料費込）
〈講師〉Atelier le Lilas 秋村寛子

縫わないで作れる！

ツイードキーケース

アイロンと強力接着剤を使用し生地を貼り組み立
て、さらにカシメ金具を打ち付けて補強して仕上げま
す。針と糸を使わず工作感覚で作る事が出来ます。

◆参加費:5,093円（材料費込）
〈講師〉Atelier le Lilas 秋村寛子

Sunday
ワークショップ

Sunday
ワークショップ

Sunday
ワークショップ

500

4月8日（土）
10:30～12:30
教材費:3,300円

憧れのあの歌をギター弾き語りで歌ってみんな
を驚かせちゃいましょう。楽譜が読めなくて
も、曲を知っていたら大丈夫。ギターをお持ち
でない方には無料貸出し致します。（2本）

〈講師〉日本折紙協会講師 工藤ふみ子

楽しい折り紙 お子様やお孫さん、そして誰かのために、可愛
い折り紙を折ってみませんか？工藤ふみ子先生
が楽しくご指導します。大人はもちろん、子供さ
んも保護者とご一緒に!

ワンコイン
体験会

4月12日（水）
10:30～12:00
教材費:500円

現代こぎん刺し
「くるみストラップ」

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、
くるみストラップを作りましょう。

各講座
体験料 いまだけ

まずは
体験
してみよう

短期講座入会金不要

短期講座入会金不要

短期講座入会金不要

円
      （税込）

おすすめ講座体験会
更に！InstagramまたはFacebook、Twitterのフォロー画面ご提示で体験料20％OFF！

500各講座
体験料 いまだけ

まずは
体験
してみよう

円
      （税込）

新講座＆リニューアル

おすすめ講座体験会
更に！InstagramまたはFacebook、Twitterのフォロー画面ご提示で体験料20％OFF！

500各講座
体験料 いまだけ 円

      （税込）

◆会場:エイトマウンテン※現地集合
（青森市自由ヶ丘・みちのく造園敷地内）

◆対象:小学生～大人
◆受講料:1名3,300円
　親子ペア（2名で）5,500円
◆保険料:1名につき990円
◆講師:アウトドアライフ・グリーンハウス 長畑慶春

♪
♪

2023年3月1日（水）～4月28日（金）

表示価格はすべて税込価格です。

☎017-723-1341
平日10時～20時
土曜10時～18時
※日曜・祝日休業 

受付時間

今すぐお電話を！

入会金無料！ 通常税込
2,200円1

新講座無料体験会！2

お試し体験コース半額！3

おすすめ講座ワンコイン体験会！4

インスタ割で体験料20%OFF5
更に！

新講座＆リニューアル

新講座＆リニューアル

◆毎週金曜日13：30～15：30
◆受講料：月額4,840円
◆運営費：月額572円

まずは
体験
してみよう

3月30日（木）
16：30～18：00

3月27日（月）
13：30～14：30

〈講師〉ヨガインストラクター 和田かずみ
◆参加費（各1回）:1,793円

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

1日
講座

全2回

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

NEW NEW NEW

NEW

NEW

NEW

健やか太極拳

◆毎週水曜日12：40～13：40
◆受講料：月額4,840円
◆運営費：月額572円

◆毎週金曜日10：30～11：30
◆受講料：月額5,280円
◆運営費：月額572円

〈対象/4歳～小2〉
◆毎週水曜日16：00～16:50
◆受講料：月額4,840円
◆運営費：月額572円

〈対象/中学生～高校生〉
◆第2・4木曜日18：30～20:30
◆受講料：月額3,080円
◆運営費：月額286円

〈対象/小学生〉
 3月24日（金）
 ①15:00～
 ②16:00～〈各45分〉

〈対象/小学生～中学生〉
 3月18日（土）
 18:15～19:15

はじめてのリズムDEダンス

キッズのジャズヒップホップ

ボックスサイズ:直径約9㎝、高さ7.7㎝

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 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 無料体験会

〈対象/①3歳～小2
       ②小3～中3〉
 3月27日（月）
 ①16:10～17:00 ②17:10～18:10

◆毎週水曜日14：00～15：00
◆受講料：月額4,840円
◆運営費：月額572円

RAB学苑講座案内2023年4月からの 〈一部の講座を除き入会は随時できます〉 ※受講の際は入会金・受講料の他に運営費を頂きます。　※表示がない講座でも、準備品や材料費が別途必要な場合があります。
※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。 

毎週月曜13:30～15:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）

第2・4月曜13:30～14:30
月額3,080円（3ヶ月分前払）

3B体操協会公認指導士 織田 恭子

日本体育協会公認エアロビックインストラクター 齊藤 由美子

3B健康体操（午後）

PFA PILATES ADVANCE COACH 米谷 聡美
毎週火曜18:30～19:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

ピラテス入門

ワクワク健康体操＆プチヨガ

月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週月曜18:30～19:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）

①毎週火曜18:30～20:00
②毎週水曜13:00～14:30
③毎週水曜18:50～20:20
月額5,280円（3ヶ月分前払）

①毎週木曜10:30～12:00
②毎週木曜13:00～14:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）

毎週月曜19:45～20:45
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週火曜13:30～14:40
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週月曜10:30～11:40
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週火曜10:15～11:15
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週金曜13:30～14:40
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週金曜18:40～19:40
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週木曜19:45～20:45
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週金曜19:45～20:45
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週土曜15:45～16:45
月額4,840円（3ヶ月分前払）

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

ストレッチ＆ジャズダンス

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

第1・3水曜10:30～11:45
月額3,432円（3ヶ月分前払）大人のバレエ RAB学苑専任講師 岸里 フミヱ

JAFA会員 小野 郁子

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

RAB学苑専任講師 櫛引 江利子

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

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

対象:高校生～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

エンジョイ！癒しのフラ

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

フ
ラ
ダ
ン
ス

第1・3日曜11:00～12:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）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

全日本写真連盟会員 山上 敏昭

はじめての鉛筆画

癒しのフィルム写真とデジカメ

水彩画

月額2,860円（3ヶ月分前払）
年間傷害保険代別途

第2・4木曜13:30～15:30
月額3,080円（3ヶ月分前払）

毎週金曜10:30～12:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

第2・4木 座講13:30～15:00屋外実習 半日～終日

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

淡彩画 第2・4金曜13:30～15:30
月額2,860円（3ヶ月分前払）

第１or3日曜12:00～14:00
月額1,430円（3ヶ月分前払）
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

①第1・2・3木曜19:00～20:30
②第1・2・3金曜19:00～20:30
月額4,620円（3ヶ月分前払）シンガーソングアーティスト たいぞう

はじめてのクラシックギター
〈個人レッスン〉

アコースティックギター弾き語り
お試し1day

隔週水曜12:30～14:00
月額3,300円（3ヶ月分前払）
三味線貸出有り（有料）

第1・2・3火曜11:00～12:00
月額4,620円（3ヶ月分前払）

津軽三味線奏者 遠藤 昌宏

能楽観世流 師範

宮崎 佳子

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♪

音　楽

①第1・3火曜18:30～20:00
②第1・3水曜14:30～16:00
月額4,400円（3ヶ月分前払）
教材費別途

山口流名取教授 山口 汐花
篠笛を楽しむ お試し1day

お試し1day

第1・3水曜18:00～20:00
月額3,432円（3ヶ月分前払）

[初級]第1・3木曜10:30～11:30
[中級]第1・3木曜11:35～12:35
月額4,400円（3ヶ月分前払）
教材費別途

①第1・3月曜11:00～/12:00～
13:00～/14:00～ 〈各50分〉
②第1・3日曜11:00～/12:00～
13:00～/14:00～ 〈各50分〉
月額4,400円（3ヶ月分前払）

隔週火曜①13:00～②13:45～
③14:30～④15:15～〈各30分〉
月額4,400円（3ヶ月分前払）

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

はじめての津軽民謡〈個人レッスン〉
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

午後のピアノ〈個人レッスン〉
ピアニスト・ピアノ家庭教師 黒瀧 浩

青森県書道連盟名誉会長 木村 東月

榊 せい子青森県俳句懇話会常任理事
俳人協会会員

木彫り研究家 藤森 和敏

花咲書道教室主宰 奈良 静苑

第2・4月曜13:30～15:30
月額2,860円（3ヶ月分前払）

毎週月曜10:30～12:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）
教材費別途

第2・4火曜10:30～12:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）

はじめての実用書道＆ペン字

第2・4土曜10:15～12:15
月額2,860円（3ヶ月分前払）
教材費別途

やさしい木彫り

書道入門

俳  句

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

PFA PILATES ADVANCE COACH 米谷 聡美

毎週月曜10:30～12:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週月曜12:00～13:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）

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

春日井バレエ・ダンスギャラリー 津川 由美子

春日井バレエ・ダンスギャラリー Arisa・Kaeko

第1・3水曜15:00～16:00
月額3,674円（3ヶ月分前払）

ピラティス・エクササイズ

米谷 恵司他青森県合気道連盟 理事長
合氣光林館道場 道場長

毎週土曜18:15～19:45
月額5,280円（3ヶ月分前払）合気道入門

ダンスで健康！

スポーツで健康！

※日曜・祝日休業

ワイズパーク青森トレーナー若松 佑弥
毎週金曜12:00～13:00
月額6,160円（3ヶ月分前払）

第2・4土曜14:30～15:30
月額3,432円（3ヶ月分前払）

第2・4火曜12:00～13:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）

長谷川 真理子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

第4土曜１0:３０～12:00
月額1,540円（3ヶ月分前払）
教材費別途

パステルシャインアート

　　　　　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
■やさしいベーシックヨガ（午後）
■コンディショニングヨガ　
■やさしいベーシックヨガ（夜）
■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　　　　

（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

5回コース→    9,350円
10回コース→17,600円

※各講座の日程はお問い合わせ下さい。受講日は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

画家 工藤 大和

会員制となっておりますので入会金２，2００円が必要となります
60才以上の方と中学生までのこども講座はいつでも入会金無料です

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

《入会申込手続き》

やさしい観世流仕舞

能楽観世流 師範
宮崎 佳子

第1・3金曜13:30～15:30
月額4,356円（3ヶ月分前払）

①第2・4木曜〈各45分〉
16:00～/17:00～/18:00～
②第2・4金曜〈各45分〉
15:00～/16:00～/17:00～
月額5,500円（3ヶ月分前払）

〈小学生〉
①第2・4木曜〈各45分〉
16:00～/17:00～/18:00～
②第2・4金曜〈各45分〉
15:00～/16:00～/17:00～
月額5,500円（3ヶ月分前払）

やさしい謡曲と仕舞

第3火曜10:30～12:00
月額2,068円（3ヶ月分前払）弘前大学音楽科卒 音楽講師 津川 文子

優しく讃美歌を歌いましょう

裏千家助教授

三浦 宗和
第1・3木曜18:30～20:15
月額2,860円（3ヶ月分前払）
お菓子代別途

茶道 裏千家 お試し1day

山野流着装教室皆伝講師
對馬 恵美子

第2・3・4月曜10:30～12:30
月額3,960円（3ヶ月分前払）山野流着つけ

着つけインストラクター hogetsu

第2・4水曜10:30～12:00
[初級]月額3,300円（3ヶ月分前払）
[中級]月額4,400円（3ヶ月分前払）
[上級]月額5,500円（3ヶ月分前払）

大人のための新スタイル着つけ

茶道・着付・花

日本フラワーデザイナー協会（NFD）講師 村上 香代子
フラワーアレンジメント 第1・3土曜10:30～12:30

月額2,860円（3ヶ月分前払）
花材費別途

プリザーブドフラワー 第2土曜10:30～12:30
月額1,430円（3ヶ月分前払）
教材費別途

お試し1day

プリザーブドフラワーFLEURIR主宰 いちのへ みほ
フルリール

芸術・絵画・書道
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文部省認可㈶日本手芸普及協会師範 佐藤 道枝

毎週水曜13:30～15:30
月額5,720円（3ヶ月分前払）
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

①毎週木曜10:30～13:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）
②第2・4木曜10:30～13:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）
教材費別途

自分で作って素敵に見せる洋裁

基礎作品をゆっくり作る洋裁

レザーアート 第1・2・3木曜10:30～12:30
月額4,290円（3ヶ月分前払）
教材費別途

（月3回）木曜13:30～15:30
月額3,960円（3ヶ月分前払）
教材費別途

RAB学苑専任講師 織田 恭子布えほんづくり
第２・4金曜10:30～12:30
月額2,860円（3ヶ月分前払）
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
毎週月曜19:00～20:30
月額5,720円（3ヶ月分前払）

隔週月曜10:30～11:30
月額3,300円（3ヶ月分前払）
教材費別途

月額5,720円（3ヶ月分前払）

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

毎週月曜

中国語会話〈グループレッスン〉

中国語会話〈個人レッスン〉

シニアの英会話

語学・ビジネス
対象:60才以上

TESOL（英語教授法）取得認定講師 ティーチャー・サコ

＊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 月額2,860円

第1・3火曜13:00～15:30
サークル活動費 月額2,200円

健康麻雀サークル

籐・あけび生活用品作り

サークル活動 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。

お試し2day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

Registered Tutor in Parchment Craft 小笠原 孝子

①第4水曜10:30～12:30
②第4水曜13:30～15:30
月額1,760円（3ヶ月分前払）
教材費別途

①[入門]第1・3水曜10:15～12:00
②[中級]第2・4水曜10:15～12:00
月額2,992円（3ヶ月分前払）
③第3土曜10:15～12:00
月額1,496円（3ヶ月分前払）
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

①（月２回）水曜10:30～13:00
②（月２回）水曜13:30～16:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）
教材費別途

はじめての洋裁

RAB学苑専任講師 池田 海 （月１回）水曜13:30～15:30
月額1,430円（3ヶ月分前払）葉書絵 お試し1day

手工芸
第2・4月曜10:30～12:30
月額3,080円（3ヶ月分前払）
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

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

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
月額1,650円（3ヶ月分前払）
教材費別途・道具代別途

第1・3火曜10:30～12:30
月額2,860円（3ヶ月分前払）
教材費別途

1級洋裁士 服飾教員認定証取得 浜田 ゆり子
第2・4月曜13:30～15:30
月額2,860円（3ヶ月分前払）

第2・4火曜13:00～16:00
月額3,080円（3ヶ月分前払）
教材費別途

ステンドグラス

簡単ソーイング＆リフォーム

戸塚刺しゅう

パッチワーク

お試し1day

RAB学苑専任講師
岩谷 俊民健康麻雀 毎週土曜10:15～12:15

月額4,840円（3ヶ月分前払）
お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

趣味・暮らし

（月1回）火曜10:00～12:30
月額1,870円（3ヶ月分前払）
〈会場〉アピオあおもり

（月1回）土曜13:00～15:30
月額1,870円（3ヶ月分前払）
〈会場〉アピオあおもり

RAB学苑専任講師
工藤 多命男

第2・4月曜18:30～20:30
月額3,432円（3ヶ月分前払）楽しいマジック

おしゃれなお菓子教室

第4月曜①10:30～12:00②13:30～15:00

千葉 伸子
週末のおしゃれな料理教室

日本レミコ押し花学院講師川田 眞貴子
第1・3水曜10:30～12:30
月額3,212円（3ヶ月分前払）

レミコの押し花アート

日本折紙協会講師 工藤 ふみ子

①第2水曜10:30～12:00
②第3日曜13:00～15:00
月額1,716円（3ヶ月分前払）

楽しい折り紙

RAB学苑専任講師 斉藤 久美子
①第1・3金曜10:30～12:30
②第1・3土曜15:00～17:00
月額3,432円（3ヶ月分前払）

日本刺しゅう

八戸学院大学短期大学部
客員教授 三村 三千代万葉集をひもとく

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10:00～12:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）
教材費別途

お試し1day

お試し1day

お試し1day(水)

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

和裁職業訓練指導員
一級技能士市川 愛子はじめての和裁 第2・4土曜10:30～13:00

月額3,300円（3ヶ月分前払）

月額1,837円（3ヶ月分前払）

第2月曜①10:30～12:00②13:30～15:00
月額1,837円（3ヶ月分前払）

八戸学院大学短期大学部
客員教授 三村 三千代土佐日記を読む

画家 工藤 大和
水彩・アクリルで描く風景画 第2・4火曜18:30～20:30

月額3,080円（3ヶ月分前払）

カルトナージュ

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
第4火曜13:30～15:30
月額1,650円（3ヶ月分前払）
教材費別途・道具代別途

ポーセラーツ

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

※講座の受講及び体験会とも全て事前のご予約をお願い致します。
※受講料・運営費は3ヶ月分の前払となります。
※一部の講座は教材費が別途必要となります。

www.rabgakuen.com あーるえーびーがくえん

申
込
方
法

エンジョイ！癒しのフラ

毎週水曜14:00～15:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週水曜12:40～13:40
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週木曜10:30～11:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週木曜18:30～19:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週金曜19:00～20:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

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

IYPF公認ヨガインストラクター 工藤 富士子

ヨガインストラクター 奥崎 憲子
くつろぎのウィークエンドYOGA

コンディショニングヨガ
ヨ
　
ガ

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

第2・4月曜19:15～20:15
月額2,860円（3ヶ月分前払）

毎週火曜10:30～11:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

ヨガインストラクター SAKI

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

50才からのHappy体操＆ヨガ

ムーン　       ヒーリング
Moon Healingヨガ

お試し1day

毎週金曜10:30～11:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）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 かほるお試し1day

超初級！おとなのウクレレ教室

元フレンチレストランシェフパティシエール
料理研究家

千葉 伸子元フレンチレストランシェフパティシエール
料理研究家

〈年長～〉
毎週月曜16:30～18:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）
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

津軽三味線〈ジュニアクラス〉
〈小学生～中学生〉
隔週火曜17:00～18:00
月額2,640円（3ヶ月分前払）
三味線貸出有り（有料）

津軽三味線奏者 遠藤 昌宏

お試し1day
青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

〈小学生〉
毎週火曜17:00～18:30
月額2,200円（3ヶ月分前払）

〈4才～小学生〉
第2・4木曜16:30～18:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）

こども講座

～中学生まで入会金不要～

お試し1day

DANCE BRIGHT主宰
ベリーダンスインストラクター SAWAKO

〈5才～小学生〉
毎週木曜18:30～19:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

〈3才～年長位〉
第1・3火曜16:00～16:50
月額2,640円（3ヶ月分前払）

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

多魅のキッズStage Dance

月額5,720円（3ヶ月分前払）
ポンポン代別途

〈年長～小学生〉
毎週水曜18:05～19:05
月額4,840円（3ヶ月分前払）

JAFA会員 小野 郁子

DANCE BRIGHT主宰 SAWAKO

日本体育協会公認エアロビックインストラクター 齊藤 由美子

DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多魅

HIPHOP入門〈キッズクラス〉 〈小学生〉
毎週木曜17:00～18:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）DANCE CREW「GOLD RUSH」主宰 高橋 誠

〈4才～小2〉　16:00～16:50
〈小3～小6〉　17:00～18:00
〈中学生～一般〉19:10～20:10

毎週水曜

毎週月曜
〈3才～小2〉16:10～17:00
〈小3～中3〉17:10～18:10

毎週月曜
〈小1～小3〉16:00～16:50
〈小4～小6〉17:00～18:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）

〈4才～中学生〉
毎週金曜17:30～18:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

〈３才～小1〉16:10～16:50
〈小2～〉  17:00～18:00

毎週金曜

月額5,280円（3ヶ月分前払）

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

月額4,840円（3ヶ月分前払）
DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多魅

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

お試し1day

毎週土曜
Kids Hiphop Dance 〈年長～小3〉12:40～13:35

〈小4～小6〉13:40～14:40
〈中学生〉　14:45～15:45
月額4,840円（3ヶ月分前払）

Hiphopインストラクター 村上 慎平

〈小学生～中学生〉
毎週土曜18:15～19:15
月額4,840円（3ヶ月分前払）
年間傷害保険代別途

こども合気道

月額4,840円（3ヶ月分前払）
年間傷害保険代、道着・サポーター代別途

〈小・中学生〉 16:00～17:00
〈４才～年長〉17:10～18:10

毎週土曜
こども空手

国際空手道連盟青森県支部長 鹿内 茜 他

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

キッズ絵画

〈小学生～中学生〉
①毎週木曜16:30～17:30
月額3,300円（3ヶ月分前払）
②隔週木曜１6:３０～17:30
月額1,650円（3ヶ月分前払）

画家 工藤 大和

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

〈小学生〉
毎週火曜17:00～18:00
月額5,280円（3ヶ月分前払）DANCE BRIGHT主宰 SAWAKO

キッズのジャズヒップホップ

青森県名誉最強位 古川 元
日本棋院棋士二段 古川こんゆ

はじめてみよう囲碁

①毎週木曜16:30～17:30
月額4,400円（3ヶ月分前払）
②隔週木曜１6:３０～17:30
月額2,200円（3ヶ月分前払）

青森県名誉最強位 古川 元
日本棋院棋士二段 古川こんゆ

はじめてみよう囲碁

ジュニア卓球〈初心者クラス〉
〈小学生〉
毎週木曜16:30～17:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）
年間傷害保険代別途
ラケット貸出有り（有料）

国際卓球連盟公認国際審判員 久慈 佐知子

ガールズグループの
K-POPカバーダンスクラス

ジュニア将棋

画家 工藤 大和
〈中・高校生〉
第2・4木曜18:30～20:30
月額3,080円（3ヶ月分前払）

中・高校生の
鉛筆デッサン基礎

丸山そろばん教室主宰 福田 洋子

〈小学生〉
毎週金曜16:00～18:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）
教材費別途

TESOL（英語教授法）取得認定講師 ティーチャー・サコ

スーパーそろばん お試し1day

〈小学生〉
土曜（月3回）13:00～14:00
月額3,960円（3ヶ月分前払）
教材費別途

キッズ英会話

対
象
講
座

第2・4木曜19:45～20:45
月額2,860円（3ヶ月分前払）

癒しの夜ヨガ

IYPF公認ヨガインストラクター 工藤 富士子

第1・3土曜10:30～11:30
〈小学生〉月額2,640円（3ヶ月分前払）
〈一　般〉月額2,860円（3ヶ月分前払）

体が硬い方のためのヨガ

手軽にできる健康！

楽らくワイズ体操

じっくりと行うストレッチ新

毎週木曜13:30～14:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）

JADP認定ピラティスインストラクター ルミナ

音楽に合わせて
美ボディピラティスエクササイズ

新

新

毎週土曜18:40～20:10
月額5,500円（3ヶ月分前払）バレエサークルポムル講師 葛西 天子 他

バレエサークル ポムル〈一般初級クラス〉

お試し1day

〈小学生〉
毎週水曜17:30～18:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）バレエサークルポムル講師 葛西 天子 他

バレエサークル ポムル〈ジュニアクラス〉

お試し1day

〈4才～小3〉
毎週土曜13:00～14:00
月額5,280円（3ヶ月分前払）バレエサークルポムル講師 葛西 天子 他

バレエサークル ポムル〈チャイルドクラス〉

新

ジュニアピアノ〈個人レッスン〉
ピアニスト・ピアノ家庭教師 黒瀧 浩

新

DANCE BRIGHT主宰 SAWAKO
毎週金曜10:30～11:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）

K-POPダンス＆ストレッチ新

大人のK-POPダンス

【有効期限無し。年会費無料。】

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対象講座

お試し2day対象講座

籐・あけび生活用品作り 2,200円
（材料費2,200円～4,600円）

（第1・3火）13:00～
〈体験料〉〈曜日・時間〉

レミコの押し花アート
折り紙
戸塚刺しゅう
四季のニットを楽しむ
パーチメントクラフト

ステンドグラス
パッチワーク
レザーアート
カルトナージュ
現代こぎん刺し〈入門〉
押し花
フラワーアレンジメント
裏千家

（第1・3水）10:30～
（第2水）10:30～
（第2・4火）13:00～
（水）13:30～
①（第4水）10:30～
②（第4水）13:30～
（第2・4月）10:30～
（第1・3火）10:30～
（第1・2・3木）10:30～
（第4火）10:30～
（第1・3水）10:15～
（第2・4木）10:00～
（第1・3土）10:30～
（第1・3木）18:30～

1,606円（材料費500円）
1,716円（材料費500円）
1,540円（材料費500円）
1,430円

1,760円（材料費500円）

1,540円（材料費1,000円）
1,430円（材料費1,200円）
1,430円（材料費1,300円）
1,650円（材料費1,500円）
1,496円（材料費100円）
1,430円（材料費1,000円）
1,430円（材料費2,500円）
1,430円（材料費550円）

【手工芸・茶道・花】

アコースティックギター
楽しく歌おう！昭和のメロディ
篠笛を楽しむ

淡彩画
葉書絵
実用書道＆ペン字
パステルシャインアート
健康麻雀

（木）19:00～
（第1・2・3火）11:00～
①（第1・3火）18:30～
②（第1・3水）14:30～
（第2・4金）13:30～
（第4水）13:30～
（第2・4火）10:30～
（第4土）10:30～
（土）10:15～

1,540円
1,540円

2,200円

1,430円
1,430円（材料費100円）
1,430円
1,540円（材料費1,000円）
1,210円

【音楽・芸術・絵画・暮らし】

〈体験料〉〈曜日・時間〉

〈体験料〉〈曜日・時間〉

バレエサークル ポムル

こども空手
スーパーそろばん
PKJのDance×3
ジュニア将棋
リズムDEダンス
キッズのジャズヒップホップ
HIPHOP入門〈キッズクラス〉
キッズStageDance
キッズチアダンス

①（水）17:30～
②（土）13:00～
（土）①16:00～ ②17:10～
（金）16:00～
（金）17:30～
（火）17:00～
（第1・3火）16:00～
（火）17:00～
（木）17:00～
（水）18:05～
（月）①16:10～ ②17:10～

1,320円
1,320円
1,210円
1,210円
1,210円
550円

1,320円
1,320円
1,210円
1,210円
1,430円

【こども講座】

ピラテスエクササイズ
ピラテス体幹トレーニング
はじめての健康社交ダンス
社交ダンス入門
バレエサークル ポムル
ベリーダンス
アフタヌーンエクササイズ
健康ストレッチ＆太極拳
50才からのHappy体操＆ヨガ
ヒーリングイスヨガ
やさしいベーシックヨガ（午後）
やさしいベーシックヨガ（夜）
くつろぎのウィークエンドYOGA
健やか太極拳
ピラテス入門
キックボクシングスタイルエクササイズ
60代からのロコモとリズム体操
楽らくワイズ体操
癒しの夜ヨガ
体が硬い方のためのヨガ

（月）10:30～
（月）12:00～
（火）10:15～
（土）10:15～
（土）18:40～
（月）19:45～
（金）13:30～
（火）14:00～
（火）10:30～
（水）12:40～
（水）14:00～
（木）18:30～
（金）19:00～
（金）13:30～
（火）18:30～
（月）18:30～
（金）10:30～
（金）12:00～
（第2・4木）19:45～
（第1・3土）10:30～

1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,375円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,210円
1,320円
1,320円
1,540円
1,430円

【運動健康講座】

〈体験料〉

〈体験料〉〈曜日・時間〉

〈曜日・時間〉

〈小学生〉1,320円
〈一　般〉1,430円

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。

申込方法・内容

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

ヒーリングイスヨガ

キャンペーン期間中、体験料が表示価格の半額！
（2023年3月1日～4月28日）

やさしいベーシックヨガ（夜）

60代からのロコモとリズム体操

毎週火曜14:00～15:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

毎週金曜13:30～15:30
月額4,840円（3ヶ月分前払）

日本武術太極拳連盟公認指導員 奥村 吉昭

日本武術太極拳連盟公認
太極拳B級指導員 須藤 八妃御

健康ストレッチ＆太極拳
太
極
拳

お試し1day

お試し1day

723-1341017-

平日/10時～20時
土曜/10時～18時

＊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。

お問合せ

受付時間

※日曜・祝日休業

723-1341017-

平日/10時～20時
土曜/10時～18時

表示価格はすべて税込価格です。

やさしいベーシックヨガ（午後）

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

受講料を返金します

入会金無料！！

入会金半額!!
（通常2,200円が1,100円に）

（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）

講座見学者には入会金半額券進呈。
（通常2,200円が1,100円に）

学苑受講料も返還対象となります。

サンロード青森会員
5％返還サービスは

◆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。

60才以上及び
こども講座（中学生まで）
入会金無料！！

いつもご利用いただけるサービス

講座見学は無料です。 毎月20日・30日

お問合せ

受付時間

サンロード青森3階カルチャーセンター

リニューアル

健やか太極拳


