
暮らしに役立つ講座

こども講座

老化は脚から。
始めよう運動を。

017-723-1341
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

講座見学は無料です。
又講座見学者には入会金半額券進呈。
（通常2,000円） ※見学日より1週間有効

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。

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。（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！！
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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）
①直接ＲＡＢ学苑受付でお申し込みください。（電話での申し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
　事前申し込みとなります。お早めにお申し込みください。　
③原則、いったん納められた入会金、受講料の払い戻しは致しかねます。
詳しくはお電話もしくは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

　・モデルウォーキング　　　　
　・３Ｂ健康体操午後　　　　　
　・ベリーダンス　　　　　　　
　・健康ストレッチ＆太極拳　　
　・はじめての健康社交ダンス　
　・ストレッチ＆パワーヨガ　　
　・ゆるヨガ＆瞑想　　　　　　
　・コンディショニングヨガ　　
　・ロコモ予防体操　　　　　　
　・ウィークエンドＹＯＧＡ　　　
　・アシュタンガヨガ　　　　　
　・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
　・キックボクシングスタイルエクササイズ
　・Moon Healing　ヨガ　　　
　・長生きイキイキ健康体操
新・健康手踊り
　・はじめてのヨガ　
　・ヒップホップダンス入門
　・太極拳　
　・合気道入門
　・ストレッチ＆ジャズダンス
　・ＨＵＬＡ（午後）
　・ＨＵＬＡ（夜）
新・楽しいストレッチ＆バレエ　　　
　・アフタヌーンエクササイズ
　・J-POP DANCE　
　・ＨＩＰＨＯＰ・ＤＡＮＣＥ
　・ピラテスエクササイズ　
　・スロトレ＆ピラテス
　・Ｈａｐｐｙ体操＆ヨガ
　・ピラテス入門
　・ＨＵＬＡ（午前）
　・ＨＵＬＡ（午後）
　・大人からバレエ

3月18日（日）12:30～
3月19日（月）13:30～
3月19日（月）19:45～
3月20日（火）14:00～
3月20日（火）10:15～
3月20日（火）19:45～
3月22日（木）18:30～
3月22日（木）10:30～
3月23日（金）10:30～
3月23日（金）19:00～
3月24日（土）10:30～
3月24日（土）10:15～
3月24日（土）14:30～
3月26日（月）18:30～
3月26日（月）19:15～
3月27日（火）12:00～
3月28日（水）10:30～
3月28日（水）14:00～
3月29日（木）19:45～
3月30日（金）13:30～
3月31日（土）19:15～
４月３日（火）13:30～
４月４日（水）13：00～
４月４日（水）18：50～
４月５日（木）18：30～
４月６日（金）13：30～
４月６日（金）18：40～
４月６日（金）19：45～
４月９日（月）10：30～
４月９日（月）12：00～
４月１０日（火）10：30～
４月１０日（火）18：30～
４月１２日（木）10：30～
４月１２日（木）13：00～
４月１３日（金）10：30～

・キッズトレーニング 3才～小学生 
 3月19日（月）15:15～
・こども将棋 小学生
 3月20日（火）、23日（金）各16:30～
・津軽民謡 小学生～
 3月22日（木）16:30～
・リズムDEダンス 3才～年長位
 4月3日（火）16:00～
・こどもHULA 5才～小学生
 4月4日（水）17:15～
・スーパーそろばん 小学生
 4月6日（金）15:00～
・こどもクラシックバレエ①3才～6才
 4月19日、26日（木）各16:00～
・こどもクラシックバレエ②小1～小6
 4月19日、26日（木）各17:00～
・キッズのフラワーアレンジメント 3才～中学生
 4月21日（土）13:00～（材料費1,000円）
・Kids Hiphop Dance 5才～小学生
 4月28日（土）12:40～

・美子バレエ 4才～小3 
・こども空手①小学生 
・こども空手②4才～年長
・多魅のB&G DANCE 年長～小学生 
・ジュニア卓球 小学生 
・PKJのDance×3 4才～中学生 
・ジュニア’s HIPHOP 5才～小1 
・小2からの空手オープンクラス 
・キッズチアダンス①3才～小2 
・キッズチアダンス②小3～中学 
・キッズベリーダンス 5才～小学生 
・ジュニア英語①年中・年長 
・ジュニア英語②小1～小3 
・ジュニア英語③小4～小6
・津軽三味線ジュニアクラス 小～中学生 
 （30分見学・30分実演）

・キッズカンフー＆体操教室 年中～小学生 
・こども合気道 小学生～

（土）13:00～
（土）16:00～
（土）17:10～
（水）17:20～
（火）16:30～
（金）17:30～
（月）15:40～
（土）18:30～
（月）16:10～
（月）17:10～
（火）17:00～
（木）15:15～
（木）16:15～
（木）17:10～
（火）17:30～

（木）17:00～
（土）18:15～

サンロード青森３ＦカルチャーセンターＲＡＢ学苑

こどもには無限の可能性がある

美容健康講座

音楽講座

表示価格はすべて

税抜です

大人講座１日体験会体験会当日の
受講申込で

体験料バック＆
入会金無料

特　典

受講料/1講座1,000円
〈準備品〉動きやすい服装・内履き・タオル等

新講座

入会金必要
～目指せ、あこがれの180度開脚～

るり子先生の
楽しいストレッチ＆バレエ

みんなで楽しくダンシング盆踊り。
昭和歌謡曲を手踊りで 健康手踊り教室

誰でも簡単、気軽に
実践！マインドフルネスで心の筋トレ

ロコモ予防体操はじめよう
 ～イスを使うから運動初心者でも無理なくできる～

津軽手踊りを基本として昭和歌謡や演歌、ポップスの
曲に合わせて楽しく手踊り（盆踊り）をしませんか。簡
単な振り付けで行いますので気軽にマスターできま
す。手踊りは足腰や腕の動きが中心なので、のびのび
と踊れ、運動不足解消にもなります。

アメリカで一大ブーム。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。以前からあった瞑想や座禅とは
違い堅苦しいものではなく、イスに座って実施します。集中力を高め、心も
頭もスッキリさせてみませんか。

ロコモとは「ロコモティブシンドローム」の略で、骨、関節、筋肉などの運
動器や動きを伝える神経が衰えることにより、歩くことが困難になった
り寝たきりになってしまう状態のことをいいます。なるべく誰かの手を
借りずにいつまでも元気で日々の生活を楽しむためにも適度な運動が
必要です。無理をしないで調子のでない時は座ったままでもOKです。

◆開講日時:隔週水曜日10:30～11:30
◆受講料:（3ヶ月6回）9,000円
◆運営費:600円
〈講師〉第37代津軽手踊り名人位 福井 真希子

〈講師〉ヨガインストラクター 相馬 かほる

〈講師〉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

女性
限定

【1日体験会】3月28日（水）10:30～11:30　体験料1,000円

〈4/12スタート予定〉

〈4/4スタート予定〉

音読で脳トレ！ ことばのレッスン講座
〈4/9スタート予定〉

楽しい朗読講座〈4/9スタート予定〉

新講座
子供講座は
入会金無料

はじめてみよう

こども将棋教室（初心者向け）
将棋は、集中力や脳の働きを高める効果があるそうです。人に
よっては算数の成績が良くなったという方もいたそうです。駒
の動かし方・ルールから始まり、終盤の詰みまで指せるように
指導します。挨拶、対局時の姿勢、片づけなど、マナーや礼節に
ついても指導します。
◆開講日時:火曜日クラス16:30～18:30
                金曜日クラス16:30～18:30
◆受講料:（各クラス月4回）2,000円 ◆運営費:400円
◆対象:小学1年～6年
〈講師〉青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

楽しく運動能力を伸ばすキッズトレーニング
就学後のいろんなスポーツに、また体力づくりに役立つ能力をボールや
フープなどを使い遊びながら楽しく伸ばします。普段なかなか外で運動
できないお子さんに是非。

◆開講日時:月曜日15:15～16:00
◆受講料:（3ヶ月6回）7,200円
◆運営費:600円
◆対象:3才～小学生
〈講師〉運動健康指導士 三上 麻衣子

【1日体験会】3月19日（月）15:15～16:00　体験料500円

〈4/3スタート予定〉

〈4/2スタート予定〉

短期講座 ～入会金不要～
1日
講座

◆受講料:各1回/一般1,500円
          RAB学苑会員1,300円
◆運営費:各1回/100円

◆開講日時:金曜日10:30～11:30
◆受講料:（3ヶ月11回）13,200円　◆運営費:1,100円

キッズチアダンス
チアリーディングから派生したダンス
パフォーマンスであるチアダンス。誰
でも簡単に踊れるから初めてのお子
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。キラキラの
ポンポンを持って元気に踊りましょう。

〈講師〉チアダンスインストラクター 三上 麻衣子

◆開講日:①毎週月曜日　②第2.4月曜日
◆時間:（3才～小2）16:10～17:00
　（小3～中3）17:10～18:10
◆受講料:①（3ヶ月11回）14,300円、運営費1,100円
　②（3ヶ月6回）7,800円、運営費600円
　※ポンポン代別途

4才から小学生までの ジュニア英語教室
良質な教材を使って行う授業は内容も充実。キッズクラスは
絵本・歌・ゲームで楽しく英語に触れていきます。ジュニアⅠコー
スは、英語に遊びながら接し、簡単な単語や会話などを学んで

いきます。ジュニアⅡコースは簡
単な単語から文章が書けるように
指導します。高学年は小学校の授
業と中学校の英語学習に役立つ
ように中学校教科書も使い、先を
考えたレッスンをしています。長
く通われたお子さんは6年生にな
ると「英検5級」の試験が特別に
受けられます。（希望者のみ）
Let’s enjoy English! 

〈講師〉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

◆開講日時:木曜日①キッズ（年中・年長）15:15～16:00
　②ジュニアⅠ（小1～小3）16:15～17:00
　③ジュニアⅡ（小4～小6）17:10～18:00
◆受講料:月謝制（月4回）4,400円（①②③各）、運営費4回400円
　※テキスト代（初回のみ）2,000円、教材費1回100円

①3月16日（金）12:00～13:00
②4月19日（木）11:50～12:50
③4月25日（水）15:30～16:30

【あおもりコンピュータ・カレッジ提携講座】
第3回こどもプログラミング講座（入門～初級編）

2020年より小学校での必修科目化が決定したプログラミング講座の入門編で
す。文部科学省のシステムを使い、アプリやゲームの開発の楽しさを学びます。パ
ソコンをほとんど触ったことの無いお子様でも大丈夫！あおもりコンピュータ・カ
レッジの専任講師がしっかりとサポートします。

全3回

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

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。ママの健康維持と赤ちゃんの健やかな成
長をサポートします。

全9回

①1才～2才半コース      10:20～11:10
②生後4ヶ月～1才コース11:30～12:20
◆受講料:①②各（3ヶ月全9回）10,800円
◆運営費:900円

3月16日～5月18日までの金曜日

　　　　　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　
■スロトレ＆ピラテス　
■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）
■ストレッチ＆パワーヨガ　
■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

（第1.3火）19:45～20:45
（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

入会金不要！6ヶ月有効

※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。

おすすめ講座 入会金必要

新講座

入会金必要

DJでステキなシーンを演出しよう！
初めてのDJスクール（入門編）

◆開講日時:隔週火曜日19:00～20:30
◆受講料:（3ヶ月6回）7,800円
◆運営費:600円
〈講師〉DJ/MC HiRO（ヒロ）

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。曲を思い出せなくても歌詞
を忘れていても大丈夫。お手本映像を見ながら
ギター演奏に合わせて気軽に楽しく歌うことがで
きます。歌うことは誤嚥防止やストレス解消など
健康維持にもつながります。

〈講師〉シンガーソングアーティスト たいぞう

70歳からの長生きイキイキ健康体操
～ゆる～く、ゆる～く始めましょう～
運動初心者、特に年配者（概ね70歳以上）を対象にした健康体操
教室です。グーパー運動で脳を活性化させ、足踏みや腕振り運動
で無理なく筋トレ。そして懐メロや流行の曲で楽しくダンス。簡単
無理のない動きで運動していきます。

楽しむことをモットーにした入門クラスです。社交ダンスに興味の
ある方、日ごろの運動不足を気にしている方など、どなたでも気
軽に始められます。まずは初心者向けのジルバやブルースのス
テップから始めます。音楽を聴きながら足の動かし方や体の使い
方を学んでいくので脳活性にもつながります。

〈講師〉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

◆開講日時:火曜日12:00～13:00
◆受講料:（3ヶ月11回）12,100円　◆運営費:1,100円

楽しく踊ろう 社交ダンス

「はじめての健康社交ダンス講座」もスタートしました

ダンス1時間はウォーキング1時間と同じ程度のカロリーを、音楽に合わせて楽しく消費することができます。
【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。

〈講師〉藤森ダンススタジオ 藤森 秀昭・藤森 富枝

◆開講日時:土曜日【入門・初級】10:15～11:15　【中級】11:25～12:25
◆受講料:各（3ヶ月11回）12,100円　◆運営費:1,100円

◆開講日時:火曜日10:15～11:15
◆受講料:（3ヶ月11回）12,100円　◆運営費:1,100円

HULAレッスン
現代フラ（アウアナ）を中心としたフラレッスンです。古典フラ（カヒコ）も指導します。フラは一見優雅に
見えますが、踊ってみるとエクササイズとしても大変効果的です。また、精神を安定させる脳内物質を
活性化させる効果があります。

〈講師〉RAB学苑専任講師 櫛引 江利子（リリアクラス・ロケラニクラス・ティアレクラス担当）
         RAB学苑専任講師 福士 紀子　（モキハナクラス・ピカケクラス担当）

◆開講日時
　リリアクラス（初心者～）
　ロケラニクラス（中級者）
　ティアレクラス（初心者～中級者）
　モキハナクラス（シニア向け中級者）
　ピカケクラス　（初心者～）

◆受講料:各クラス（3ヶ月11回）13,200円
◆運営費:1,100円

【火・夜】　18：30～20：00（満員）
【水・午後】13：00～14：30
【水・夜】　18：50～20：20　
【木・午前】10：30～12：00
【木・午後】13：00～14：30

短命県返上にはまず食生活の見直しと運動が必要です。
どのように食生活を見直せばよいのかとロコモ予防とな
る運動教室を無料で開催します。事前にご予約下さい。

3月18日（日）

協力:有限会社テック

健康セミナー
＆ロコモ予防体操

無料健康測定
10:00～15:00 場所:学苑前ロビー（予定）

血管年齢測定・肌年齢測定
骨の強度測定・物忘れ測定
血圧測定

10:30～11:15…健康セミナー
「食事から考える健康寿命を延ばすコツ」
11:30～12:15…ロコモ予防体操

13:30～14:15…健康セミナー（午前と同じテーマ）
14:30～15:15…ロコモ予防体操
健康セミナー講師:管理栄養士 武井秀貴
ロコモ予防体操講師:インストラクター 相馬かほる

申込締切:3月12日（月）　定員:午前の部・午後の部 各16名

午前の部

午後の部

同時
開催

友達の結婚披露宴やパーティ、イベントなどで素敵なシーンを
DJで演出してみたいアナタ！この講座では機材を持っていない
方でも基礎からの指導が受けられます。数々のステージで活躍
中の現役DJが曲のつなぎ方（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
りますのでぜひこの機会にチャレンジしてみませんか。

◆開講日時:第1・2・3火曜日11:00～12:00
◆受講料:（3ヶ月9回）12,600円　◆運営費:900円

【1日体験会】3月20日（火）・23日（金）16:30～18:30　体験料:各500円

リニューアル

短期講座 

〈入会金不要〉

3月24日（土）、31日（土）、4月7日（土）
10:30～12:00〈3回共通〉

◆場所:あおもりコンピュータ・カレッジ教室
（青森市荒川。現地集合・現地解散。駐車場有）
◆受講料:（全3回）6,000円
◆対象:小1～小6　※親子で参加OK
◆講師:あおもりコンピュータ・カレッジ専任講師
＊3月17日申込み締切りです。  申込み締切日
  以降のキャンセル及び本人都合の欠席による返金は致しません。

NPO法人 ハウスキーピング協会

整理収納アドバイザー2級認定講座
1日
教室

～知って得する、賢く楽しく暮らす～

ハッピーライフプランニング
全6回

なりたい自分になる実践講座

コミュニケーション力アップ！全3回

◆受講料:（全3回）6,000円、運営費300円

いつもの食材にこんな効能が 
お家にある食材で気軽に作れる 薬膳ご飯教室

～デトックス・美肌・アンチエイジング編～
薬膳とは「自然を重視し季節やその人の体調に合わせてつくる料理」のこと
です。季節に合わせ食べる人の体調を見て適した食材で料理を食べる。こ
れを習慣として取り入れることで体調をいい状態に保つというのが薬膳の
考え方です。＊お子様連れでの受講もできます 

全3回

◆受講料:（全3回）3,600円 ※1回のみの場合1,300円
　運営費1回100円　材料費1回1,200円
◆講師:薬膳インストラクター 対馬 佳美

★体験料/1講座1回500円
★準備品/動きやすい服装・内履き・タオル等

体験会は通年開催しておりませんので
この機会にお試しください

【体験日が選べる体験会】
4月中の開講日の中で、ご自身の都合の良い日での
申込みができます。開講日確認の上お申込み下さい。

4月
限定【体験会開催講座】

おすすめ講座 
明朗・活発な性格を養う ジュニア’s HIPHOP

リズムの取り方、ステップの踏み方、
体の動かし方など学び、曲に合わせ
楽しく踊ります。

〈講師〉JAFA会員 小野 郁子

〈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

◆開講日:月曜日
  （5才～小1）15:40～16:30
◆受講料（3ヶ月11回）12,100円
   運営費1,100円

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。

〈講師〉春汀書道教室主宰 津島 春汀

こども習字
字の形、文字、文章の書き方まで指導します。
手本通りに書くことで集中力も高まり、また正
しい姿勢で文字を書くことにより精神力の向
上にも役立ちます。（級・段の認定制度有り）

受講生の声（H・Tさん 6才 男の子）

「TVゲームばかりだったので
運動をさせたかった」という親御さん。
今では1つのことを頑張る力がついた。

やりきる気持ちの強さと物怖じしない度胸も
ついた。年齢の違う子供たちと触れ合うこと

も貴重な体験だとおっしゃっています。

◆開講日:土曜日18:15～19:15（小学生～）
◆受講料（3ヶ月11回）12,100円
　運営費1,100円、傷害保険代年間900円

◆開講日:月曜日16:00～18:00（小学生～）
◆受講料:月謝制（月4回）4,400円、運営費400円
　（段・級認定希望者年間教材費別途、半紙代別途、準備品あり）

簡単なステップとハモリで歌う
懐かしい歌の楽しみ方教室

新講座

入会金必要
外出が少ない方の健康促進にオススメ！音読を通して声を出
す楽しさや喜びを感じていただく講座です。音読は脳活性化
やコミュニケーション能力を高めるほか、脳のアンチエイジ
ングにも役立つと言われています。
◆開講日時:第2・4月曜日13:30～14:30
◆受講料:（3ヶ月6回）9,000円  ◆運営費:600円
〈講師〉元日経ラジオ社・青森放送アナウンサー 綱川 和夫

〈講師〉元日経ラジオ社・青森放送アナウンサー 綱川 和夫

【無料体験会】3月26日（月）13:30～13:50

【無料体験会】3月26日（月）14:00～14:20

本格的に朗読したい方、朗読に興味がある方なら年齢を問わず誰でも大歓迎。
朗読は脳にさまざまな良い影響を与えます。誰でも気軽にでき、大きな効果が
　　　　期待できるのもメリットです。脳活性化やコミュニケーション能力も高
　　　　　めます。

◆開講日時:第2・4月曜日15:00～16:00
◆受講料:（3ヶ月6回）9,000円  ◆運営費:600円

はじめてみよう！
女性将棋教室（初心者向け）
脳活性化や集中力アップ。そして勝負をするという楽しい刺激も
いい効果が得られます。老化防止の1つとして始めてみません
か？駒の動かし方・ルールから始まり、終盤の詰みまで指せるよう
に指導します。

〈4/3スタート予定〉

◆受講料:（各クラス月4回）2,000円 ◆運営費:400円
◆対象:女性限定　＊こども将棋と同じ会場になります

火曜日クラス16:30～18:30
金曜日クラス16:30～18:30

〈講師〉青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

【1日体験会】3月20日（火）・23日（金）16:30～18:30　体験料:各500円

開講
日時

短期講座 ～入会金不要～

4月25日（水）、5月23日（水）、6月27日（水）
各10:30～12:30

買う前にわかる！

人気のiPhoneはじめて体験教室
～簡単操作から人気アプリまで～

初めてのiPhoneを一緒に楽しく体験しましょう。指の使い方
など基本操作から応用までとLINEなどの人気アプリも体験で
　　　きます。スマホをお持ちでない方で「購入を検討してい
　　　　る」「私にも使えるか不安」な方におすすめのiPhone
　　　　　体験講座です。
　　　　　＊iPhoneは無料でお貸しいたします

全2回

◆受講料:一般2,000円 学苑会員1,000円
◆講師:ソフトバンクスマートフォンアドバイザー

5月11日（金）、18日（金） 各13:30～15:30

不安とストレスに悩まない7つの習慣

メンタルセルフケア実践講座
ハードな環境でも不安とストレスに悩まない人達には、7つ
の共通する習慣がありました。ストレス対策や落ち込まない
技術を楽しく学び、セルフケアとして実践しやすい内容です。
職場や家庭、子育てなどでストレスを感じている方にお勧め
です。

全2回

◆受講料:（全2回）5,000円、運営費200円
◆講師:一般社団法人 日本ストレスチェック協会
   ストレスマネジメントファシリテーター 吉町 友美

5月9日（水）、23日（水） 各18:30～20:30

基本的な「整理の考え方」、具体的な「整理の方法」、実践的な「収納のコツ」を事
例を交えて詳しく学ぶことができます。2級を取得すると自宅が片付いて快適に
過ごせるようになります。職場環境の改善にも役立ちます。整理収納アドバイ
ザー1級予備講座の受講資格が得られます。

3月11日（日）10:30～18:30
＊休憩12:30～13:00（予定）

◆受講料:16,000円
　テキスト代・認定料:5,820円（税込）
◆対象:一般（未成年の場合は保護者の同意が必要）

〈講師〉整理収納アドバイザー2級認定講師 柳瀬 わかな

普段気づかないお金や保険の事、今話題の投資信託の
ことなど、生活に欠かせないお金の知識にすぐに実践
できる方法や賢く選ぶ方法など、知って得することを
FPが教えます。＊講座開講できた場合に限り1回のみ
の受講も出来ます。

◆受講料:（全6回）9,000円、運営費600円
　＊1回のみの受講1,800円、運営費100円
◆講師:FPエデュケーションズ青森
　ファイナンシャルプランナー（CFPR）粟原 良明・遠越 智子

〈4/10スタート予定〉日時:火曜日19:00～20:30

体験できるのはこの日だけ！

4月18日（水）、5月16日（水）、6月13日（水）
 各19:00～20:30

人とのかかわりに自信が持てない、うまく付き合えない方、自分の強みを見つけ
て仕事で成功するコミュニケーション力を身につけてみませんか？信頼関係づ
くり、問題解決、自分自身とのコミュニケーションと目標実現へつながる実践的
な内容です。＊心療内科・精神科へ通院中の方は受講できません

〈講師〉
米国NLP協会認定
NLP（実践心理学）

マスタープラクティショナー
吉町 友美

バレエの基本動作を取り入れたストレッチ運動は、体が硬くても大丈夫。体
を柔らかくして筋肉をほぐせば血行も良くなってスッキリします。身体が柔
らかくなれば基礎代謝も向上し、シェイプアップ効果も期待できます。あこ
がれのペターッと180度開脚も夢ではありません。

◆開講日時:木曜日18:30～19:30
◆受講料:（3ヶ月11回）13,200円
◆運営費:1,100円

〈講師〉ルリコバレエスタジオ主宰
 三上 るり子・三上 里美

【1日体験会】4月5日（木）18:30～19:30　体験料1,000円

健康寿命が延びるワン！

参加
無料

 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。RAB学苑春便り 《受付時間》

短命県返上応援企画

リニュー
      アル

新



感性を育てる！

元気な子供に！

手軽にできる健康！

スポーツで健康！

RAB学苑講座案内平成30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１1回
行政書士試験完全攻略講座

第10回
宅地建物取引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

土曜18:00～20:45
８ヶ月（全26回）92,950円
教材費別途行政書士法人青森総合法務事務所代表

宅建主任者試験合格者 城戸 隆秀 他

行政書士法人青森総合法務事務所代表 城戸 隆秀 他

3月スタート予定

2月スタート予定 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

モデルウォーキング
ミスユニバース青森認定講師 多　魅

第1・3日曜12:30～13:20
3ヶ月（全6回）7,200円
準備品:お持ちの方はヒールの靴

第2・4月曜19:15～20:15
3ヶ月（6回）7,800円

火曜10:30～11:40
3ヶ月（11回）12,100円

第1・3火曜19:45～20:45
3ヶ月（6回）7,800円

水曜14:00～15:00
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

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

YOGAインストラクター 溝部 結子

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

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

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12:00～13:00
3ヶ月（11回）12,100円

70才からの長生きイキイキ健康体操

月曜13:30～15:00
3ヶ月（11回）12,100円

①第1・3月曜13:30～14:15
②第1・3金曜12:00～12:45

3B体操協会公認指導士 織田 恭子

ダイエット検定1級 富田 ナホ 3ヶ月（6回）10,800円

3B健康体操（午後）

〈女性限定プライベートレッスン〉
ボディメイクストレッチ

ダイエット検定1級 富田 ナホ

〈女性限定プライベートレッスン〉
イメージング・ボディ

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

第２・4水曜15:00～15:45
3ヶ月（6回）15,000円

火曜14:00～15:30
3ヶ月（11回）12,100円

水曜19:00～20:30
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

太極拳連盟公認指導員 立石 孝治

㈳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

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

ピラテス入門

ロコモ予防体操始めよう！

健康ストレッチ＆太極拳

はじめての太極扇＆太極剣

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

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

木曜18:30～19:30
3ヶ月（11回）13,200円

金曜10:30～11:30
3ヶ月（11回）12,100円

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

大人からバレエ

楽しく踊ろう社交ダンス

るり子先生の
楽しいストレッチ＆バレエ

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

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

ルリコバレエスタジオ主宰 三上 るり子・三上 里美

ルリコバレエスタジオ主宰 三上 るり子・三上 里美

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

健康手踊り教室
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ZUMBA 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

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

RAB学苑専任講師 伊藤 寛

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

洋裁教室

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教室

癒しのフィルム写真とデジカメ教室

水彩画

ビーズワーク

レザーアート教室

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

能面作家 井上 京子

日本フラワーデザイナー協会
（NFD）本部講師 村上 香代子

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

 津軽金山焼陶芸教室講師
陶芸家 中鉢 徹

布えほんづくり

津軽金山焼入門

淡彩画

健康麻雀教室

能 面（入門）

フラワーアレンジメント

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

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

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教室
リネンやコットン生地を使って

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教室

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

日曜絵画教室

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

アコースティックギター
弾き語り教室

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）

隔週火曜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

津軽三味線教室

初めてのDJスクール（入門～初級）

懐かしい歌の楽しみ方教室

音楽を通じての生きがいづくり

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16:30～18:00
3ヶ月（6回）9,000円

第2・4木曜
①19:00～②19:30～③20:00～
3ヶ月（6回）12,000円
教材費別途

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教室

ヴォイストレーニング
個人レッスン〈各30分〉

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
はじめての津軽民謡

対象:小学生～ 月曜16:00～18:00
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

春汀書道教室主宰 津島 春汀こども習字

対象:小学生～

対象:5才～小学生

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

対象:小学中学年～（低学年は要相談）

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

土曜

月曜18:00～20:00
月謝制（月4回）4,400円
段・級認定希望者教材費別途花咲書道教室主宰 奈良 静苑

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）本部講師 村上 香代子

アトリエあおい檸檬主宰 山田 邦子
こども絵画教室

津軽三味線〈ジュニアクラス〉

スーパーそろばん教室

モデルウォーキング

キッズのフラワーアレンジメント

ジュニア英語教室
４才から小学生までの

日常生活に役立つ夜の書道教室

第1火曜16:00～17:00
3ヶ月（3回）3,600円
教材費別途

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

ミスユニバース青森認定講師 多　魅

第1・3日曜12:30～13:20
3ヶ月（全6回）7,200円
準備品:お持ちの方はヒールの靴

お試し1day

お試し1day

隔週木曜16:30～17:30
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

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

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12:30～15:00
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

初めての方の為の洋裁教室

山野流着装教室皆伝講師 對馬 恵美子

元日経ラジオ社、青森放送アナウンサー 綱川 和夫

月曜10:30～12:30
3ヶ月（11回）13,200円

山野流着つけ教室

ことばのレッスン講座

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

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

月曜18:00～20:00
3ヶ月（11回）12,100円
級・段認定希望者は教材費別途

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2・4月曜13:30～14:30
3ヶ月（6回）9,000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

日常生活に役立つ夜の書道教室

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＆ペン字講座

カルトナージュ

戸塚刺しゅう

①第2・4月曜10:30～12:30
②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

パッチワーク教室

俳　句

お試し2day

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

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17:20～18:30
3ヶ月（11回）13,200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

青森山田高校・青森山田大学卓球部OB 山谷 仁生

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

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

火曜16:30～18:00
月謝制（月4回）4,800円
年間傷害保険代別途
ラケット貸出有り（有料）

ジュニア卓球スクール（初心者～中級）
対象:小学生

青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

①火曜16:30～18:30
②金曜１６:３０～18:30
月謝制（月4回）2,000円

こども将棋教室（初心者向け）
対象:小学生

金曜17:30～18:30
3ヶ月（11回）12,100円

土曜13:00～14:00
3ヶ月（11回）13,200円

木曜
〈３才～６才〉16:00～17:00
〈小１～小６〉17:00～18:00
3ヶ月（11回）13,200円

美子バレエのちゃいるどくらす

4才から踊れる
PKJのDance!Dance!Dance!

こどもクラシックバレエ

対象:5才～小学生

対象:3才～小学生

対象:4才～中学生

対象:4才～小3

ルリコバレエスタジオ主宰三上 るり子・三上 里美

江利山美子バレエスール 江利山 美子・葛西 天子

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

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＆体操教室
対象:年中～小学生

対象:4才～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～

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

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

こども合気道

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
空手教室〈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

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

空手教室〈オープンクラス〉

合気道入門

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

スロトレ＆ピラテス
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

元日経ラジオ社、青森放送アナウンサー 綱川 和夫
楽しい朗読講座 第2・4月曜15:00～16:00

3ヶ月（6回）9,000円
新

新

リニューアル

新

新

新

青森県将棋連盟 師範 奈良岡 実

①火曜16:30～18:30
②金曜１６:３０～18:30
月謝制（月4回）2,000円

女性将棋教室（初心者向け）新

新

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イター

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

新

〈入会金不要〉

緩やかな動きでも見た目以上にエクササイズ効
果があり全身をシェイプアップしてくれます。心地
よいハワイアン音楽を聴きながらなので、精神を
安定させ脳の活性化にも繋がるようです。

太極拳

フラ

〈運動系〉

空手を学んでいると自然と集中力がつきます！空
手道は礼に始まり礼に終わるといわれており、礼
儀も身に付きます。体幹も鍛えられる為、姿勢も
良くなりますし代謝も良くなり健康促進にも！ワン
パクなお子様にお勧めです。

なんといっても女子に人気。子供に美しい姿勢に
なってほしいとの思いからの方がほとんどのよう
です。『美しく立つ』と言う事は簡単そうに思えま
すが、なかなか難しいもののようです。バレエの立
ち姿を習得すると自然にそれが出来る様になると
いわれております。

こども空手

バレエ

土曜日16:00～
17:10～・18:30～

認知症予防

何よりも自分が着たいと思う色で、
生地で、自分に似合う丈で、デザイン
で、洋服を作れるのが魅力のようで
す。子供達や孫の為に作ってあげる
のも良いかもしれませんよね。

水彩画 金曜日10:30～

洋裁

籐あけび 第1.3火曜日13:00～

計算力や記憶力が高まることで相変わら
ず人気です。算数嫌いがなくなったという
方もいるようです。

英語

そろばん

人気講座ベスト３のご紹介美容健康講座
手工芸講座

1day・2day
お試し体 験

〈文科系〉上位３つは昔からの根強い習い事です

こども講座

２０２０年には小学校５・６年生から教科に
なる予定の為か最近注目されています。
やはり小さい時から慣れ親しんだ方が何
かと良いと思う親御さんが多いようです。

木曜日15:15～
16:15～・17:10～

金曜日16:00～

幼少期から続けていると、ダンスの有酸素運動は
体力強化につながり、音楽を聴き、動きを脳で考え
ながらするので、知的能力を高める効果があると
いわれています。単純に子供は音楽に合わせて踊
るのが大好き。さらにこんな効果があるなら是非
とも習わせたいですよね。

土曜日13:00～
木曜日16:00～・17:00～

ヒップホップ系ダンス

お試し体験コースができました！
お好きなときに 1度試してみたい方にお勧めします。

お試し1day お試し2day講座一覧表に　　　　　　　　　　　　　　 表示がある講座が対象となります。

通年開催していますが、お１人様１講座一回限りとなります。体験料、教材費は講座ご
とに違いますのでお問い合わせください。体験時間は講座時間と同時間になります。
申し込みは希望日の１週間前までにお願いします。

キッズフラワーアレンジメント、こども絵画教室、フラワーアレンジメント、裏千家、
アコースティックギター、はじめての鉛筆画・色鉛筆画、淡彩画、葉書絵、
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、健康麻雀教室、
レザーアート、ステンドグラス、楽しいコーラス、パッチワーク、実用書道＆ペン字

お試し１dａｙ体験対象講座

お試し2dａｙ体験対象講座 籐・あけび、粘土クラフト

アメリカで生まれた
ストリートダンス。
振付を工夫して自分
らしい表現をかっこ
よく見せて踊れるの
が人気のようです。
音楽を聴きながら
なのでストレス解消
にもなるようです。
基本のステップやリズムの取りかたを
覚えてダンスの爽快感を楽しみませんか。

気血の流れを良くし、リンパの流れを
促し免疫系を強化できるとも言われ
ています。柔軟性アップはもちろん意
外にも筋力もアップさせることもでき
ます。ゆっくりとした動きなので運動
が苦手な方や病後の健康回復にも最
適です。長く通われている方の中には
体の不調が改善した方もおります。

絵を描こうとする場合、目
の前の静物や風景から何
かを感じ取り、絵を描い
ていきます。このとき脳
（前頭前野）を使いますが
これが脳を活性化させま
す。認知症予防にもいい
かもしれませんね。また
道具なども安価に手に入
るのも魅力に１つなの
で、人気があるのかもしれません。

青森の伝統工芸であるあけび細工は、耐久性が
あり、使い込むほどつやを増していきます。大切
に使えば、親子何代かにわたって受け継いでいけ
るものだそうです。作り上げる喜びとナチュラル
感が人気のようです。

字がきれいに書けるようになるのが１番
の魅力ですが他にも集中力が身につく。
創造力が身につく。国語力がアップすると
いった事があり人気のようです。

＊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。
＊講座は３か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。

※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。

新講座

入会金必要
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。
＊ハーバリウムとは植物標本という意味です。
◆開講日時:第2土曜日10:30～12:30
◆受講料:（3ヶ月3回）3,900円
◆運営費:300円
◆材料費:1,500円～3,000円くらい
　（毎回作る作品によって異なります）

押し花＆ドリームフラワー

〈講師〉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

手作り講座

プリザーブドフラワーや
ドライフラワーを使って作る

〈講師〉プリザーブドフラワー
　FLEURRIR（フルリール）主宰 いちのへ みほ

地塗りしてあるイスに好きな
木のモチーフを選び、色を
塗ってイスにペタペタ貼り
付けします。椅子の部分は箱
型なので鉢カバーにしたり、
地植えをしたり、小物入れと
して玄関に置いたり、インテ
リアとしても活躍します。

粉砂糖でできたクリームを使って、クッキー
に絵を描きます。クッキーとクリームは講師
が事前に準備しますので、講座ではデコレー
ションを楽しんで頂きます。乾けば固まって
保存や持ち運びしやすく、母の日のプレゼン
トにもピッタリ！ ＊親子参加もOK

　　　　　　　　春だ！
ガーデニングイス

を飾ろう
1日
講座

母の日に贈ろう♪
アイシングクッキー

1日
講座

短期講座 ～入会金不要～
大人可愛い女子雑貨 第３弾

◆受講料:1,500円
◆運営費:100円
◆材料費:2,000円
〈講師〉中学校美術教員免許 加藤 園子

4月13日（金）13:30～16:00
◆受講料:1,500円
◆運営費:100円
◆材料費:1,500円
　（クッキー4～5個）

〈講師〉
JSAアイシングクッキー
マスター認定講師 西岡 さくら

5月12日（土）
13:30～15:30

ステンドグラス

粘土工芸

【お試し体験作品見本】
戸塚刺しゅう

パーチメントクラフト

習字 月曜日
16:00～・18:00～

ヒップホップ系ダンス

水曜日12:30～、
木曜日10:30～・13:30～

気血の流れを良くし、リンパの流れを
促し免疫系を強化できるとも言われ
ています。柔軟性アップはもちろん意
外にも筋力もアップさせることもでき
ます。ゆっくりとした動きなので運動
が苦手な方や病後の健康回復にも最
適です。長く通われている方の中には
体の不調が改善した方もおります。

春の旅行講座 〈旅行企画・実施〉
日専連旅行センター

大人の修学旅行！
盛岡街歩きと歴史・文化にふれる

利用バス会社:弘南バス
お申込み:日専連旅行センター本店・サンロード店
お問合せ:日専連旅行センター本店
☎017-735-1154（9:30～17:30）土日祝日休業

※入会金不要講座ですので、
　お申込み時の会員証ご提示は不要です。

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。アクセサリーやフレーム作品（額）、進化
したハーバリウムの魅力が楽しめます。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。

◆開講日時:第2・4木曜日10:30～12:30
◆受講料:（3ヶ月6回）7,800円
◆運営費:600円
◆材料費:別途かかります

〈講師〉行政書士法人青森総合法務事務所代表 宅建主任者試験合格者 城戸 隆秀

青森駅前（8:30発）→黒石市内（鳴海醸造店、第三屯所など）→
弘前公園→青森駅前（17:00着）

■旅行代金:9,500円（税込） 添乗員同行、お食事（昼食1回）
■募集人員:40名（最少催行人員20名）
■申込締切日:4月3日（火）

旅行期間:4月21日（土）

青森県再発見！
黒石まち歩きと
弘前公園さくら鑑賞

■旅行代金:10,800円（税込）
　添乗員同行、お食事（昼食1回）
■募集人員:40名
　（最少催行人員20名）
■申込締切日:4月10日（火）

旅行期間:4月29日（日）
青森駅前（8:00発）→
盛岡市内（酒造あさ開、町家物語館など）→
青森駅前（18:10着）

資
格
取
得
講
座

第10回宅地建物取引士試験完全攻略講座
国家資格試験をめざす方に１人１人丁寧に指導！〈3/24（土）スタート予定〉

【無料説明会開催】3月10日（土）18:00～19:00  定員25名〈要予約〉

◆開講日時:土曜日18:00～20:45
◆開講期間:３月２４日～10月６日（８ヶ月全２６回）
◆受講料:（8ヶ月全２６回）92,950円
　〈その他費用:運営費2,600円、教材費30,000円、入会金2,000円〉

〈4/14スタート予定〉

〈5/10スタート予定〉

4/12（木）・26（木）1日体験教室開催

～癒しを感じて女子力アップ～


