
運動・健康講座

こども講座

音楽・芸術・手工芸と趣味の講座

健康的なカラダづくりを！

水曜日 各10:30～12:00
①4月14日 ②4月21日
③5月12日 ④5月26日
⑤6月 9日   ⑥6月23日

親子で一緒にリフレッシュ

元気の貯筋トレーニングでいつまでも若々しく！

ファミリーYOGA〈オープンクラス〉
週末はお子さんと一緒にヨガでリフレッシュしませんか？免疫力アップを
目指して、お子様でも出来るカンタンなポーズを中心に、気軽に和やかに、
遊ぶように楽しくヨガしましょう。

無料体験
4月3日
（土）

〈対象〉小学生以上 ※未就学児のお子様連れ可（無料）

※4月17日（土）スタート予定
第1・3土曜日10:30～11:30第1・3土曜日10:30～11:30

◆受講料・運営費（3ヶ月分前払）/〈小学生〉月額2,860円（税込）
〈中学生以上一般〉月額3,080円（税込）
〈ファミリーペア〉月額4,840円（税込）

〈講師〉IYPF公認ヨガインストラクター
工藤富士子

心と体のメンテナンス

YOGAでつなごう！
ココロとカラダ

ヨガは「動きに集中する瞑想」です。ヨガの動きで体を整え、呼吸を
意識して心を整えます。体が硬くても大丈夫。インストラクター
の心地よい誘導で、無理なく安全にストレス解消。仕事や
家事で疲れた心と体のメンテナンスをしませんか？

体と心が楽になるパワーヨガ

パワフルに動き、バランスよく体
を整えて、筋力アップ、ストレス解
消が期待できます。しっかりほぐ
してから深呼吸、プチ瞑想などを
取り入れて進めていくので初心
者の方でも大丈夫。続けていくこ
とで、自律神経のバランスが安定
し、ストレスや疲れによる体の不調の軽減や睡眠の質が改善
され、日々の体調アップにつながります。

※4月13日（火）スタート予定

◆受講料・運営費/月額3,080円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉認定NPO法人日本ヨガ連盟ティーチャーインストラクター 千葉ゆか

〈初心者クラス〉

～個人レッスン～

毎週月曜日16:00～16:50

〈対象〉小学1年生～3年生

※4月12日（月）スタート予定

〈講師〉JAFA会員 小野郁子

ジュニア卓球

3才から小学生までを対象とした初心者向
けの卓球スクールです。卓球を楽しむ事を
中心に、運動能力の発達や体力向上を目指
しながら基本技術を身に着けていきます。

無料体験
3月27日
（土）

※4月6日（火）スタート予定
毎週火曜日16:30～17:30

土曜日18:00～19:00
※4月3日（土）スタート

◆受講料・運営費/月額5,280円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉国際卓球連盟公認国際審判員 久慈佐知子

ワクワク健康体操
＆プチヨガ

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。

無料体験
3月23日
（火）

第2・4火曜日12:00～13:00
◆受講料・運営費/月額3,080円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉AFAA認定インストラクター 山口京

楽らくワイズ体操
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。
（女性限定）

※4月7日（水）スタート予定
毎週水曜日11:00～12:00

◆受講料・運営費/月額6,600円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉ワイズパーク青森トレーナー 若松佑弥

ストレッチから始める

シニア世代の ベリーダンス
いつまでも健康で美しく生きる！シニア世代向けの
やさしいストレッチと、女性の曲線的な美しさを強
調するベリーダンスの基礎動作で楽しくエクササ
イズしましょう。

第1・3水曜日16:10～17:10
◆受講料・運営費/月額3,894円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉春日井バレエ・ダンスギャラリー 亜里紗

はじめての津軽民謡
青森の伝統芸能「津軽民謡」を楽しんでみませんか。初めての方で
も大丈夫です。民謡王座の称号を持つ講師が発声方法から節回し
までご指導致します。大きな声で気持ちよく唄いましょう。

※4月20日（火）スタート予定
（1レッスン30分）隔週火曜日13:00～16:00

◆受講料・運営費/月額4,620円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉第54代津軽民謡王座 かすみ

毎週開催に
 なりました

むくみやすい下半身やリンパ
節周りの筋肉を動かしていく
ことで、リンパの流れを促進
し、足裏にたまった老廃物を
脚の浄化フィルターまで流し
ていきます。さらに脇の下や
肩甲骨周りにあるリンパのツ
ボを刺激して全身をスッキリ
させましょう。

多魅の美脚＆リンパヨガ

◆対象/中学生以上（一般も可）
◆受講料・運営費/17,160円（税込）
◆教材費/2,310円（税込）

〈講師〉元韓国系企業勤務
元高校講師 横山真理子

3ヶ月全12回でハングルの簡単な
読み書きが出来るようになり、簡単
な会話が聞き取れて自己紹介が出
来るまでを目標に楽しく進めてい
きます。ご自分の趣味や興味のあ
る文化に一歩近づきましょう。

着つけのポイントを学びながら、初めての方や久しぶり
に着物を着る方にも優しくサポートしながら着つけを学
んで頂きます。また、和服を着た際の所作も学ぶことが
出来ます。〈女性限定〉

手ぶらでレッスンしませんか

おとなの着つけ教室

◆受講料・運営費/3,300円（税込）
〈講師〉青森市かめや酒店店長 伊藤恵

◆受講料・運営費/各1回1,760円（税込）
※着物一式レンタル有ります（1,100円）

〈講師〉着つけインストラクター hogetu何種類もの根つき植物を花束のように組み合わ
せて器に植え込む、新しい植物装飾の技法を学
んで頂きます。植えた時から美しく、そして育て
る楽しみも味わえます。尚、花材と鉢は講師が用
意した季節の物を使います。

花束のようなアートな寄せ植え

プランツギャザリング®

◆受講料・運営費/各1回2,530円（税込）
◆教材費/5,060円（税込）
※5月のみ6,160円(税込)

〈講師〉プランツギャザリング認定講師
ハンギングバスケットマスター 工藤雅子
※この講座は一般の方を対象とします。

木曜日 各10:30～12:30
①4月8日 ②5月13日
③6月10日

柔らかい履き心地と足つぼの刺激も心地よい健康
的な布ぞうり。通気性抜群！洗濯ネットに入れてお洗
濯も出来ます。

Tシャツ生地で作る

初めての方でも楽しめる

布ぞうり教室

◆受講料・運営費/各1回1,430円（税込）
◆教材費/1足1,650円（税込）
〈講師〉日本手工芸指導協会師範 今美喜子

この冬に仕込まれた「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。

春の日本酒テイスティング講座

4月～6月の第2・4火曜日11:10～12:00
（4月13日・27日、5月11日・25日、6月8日・22日）

◆対象/生後4ヶ月～1才位のお子様とお母様
◆受講料・運営費/全6回 9,240円（税込）

〈講師〉認定NPO法人日本ヨガ連盟
ティーチャーインストラクター 奥崎憲子

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も行います。

3月13日（土）・20日（土）・27日（土）
10:00～12:00 ※連続3回
◆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4年生～中学生
◆受講料/6,600円（税込）
〈講師〉あおもりコンピュータ・カレッジ専任講師

2020年度より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中級～上級編です。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。

◆受講料・運営費/
　学苑会員1,760円　一般2,090円（税込）

〈講師〉PFA PILATES ADVANCE COACH 米谷聡美

4月18日（日）13:00～14:00

運動が苦手な方でも、何歳からでも無理なく始
められるピラテスを体験してみませんか。ピラ
テスの基本姿勢や呼吸法を学んで頂きます。

初めてのマットピラテス

◆体験料/550円（税込） ◆教材費/110円（税込）
〈講師〉花咲書道教室主宰 奈良静苑

4月13日（火）10:30～11:30

キレイな文字を書くコツを指導致します。文字を書く
事で脳の活性化と心のデトックス効果が得られます。

はじめての実用書道＆ペン字
～キレイな字で印象アップしませんか～

◆体験料/550円（税込）
4月15日（木）19:00～20:00

3月19日（金）19:00～20:30

アコースティックギターの選び方から弾き方まで
丁寧に指導致します。実際に基本のコードを弾い
て、ギター弾き語りの楽しさを体験しましょう。

アコースティックギター弾き語り
～楽譜が読めなくてもOK!基本のコードを弾いてみよう～

◆体験料/550円（税込）
◆教材費/1,650円（税込）　※作品のお渡しは、約2週間後となります。
〈講師〉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

4月20日（火）13:30～14:30

シール感覚で使える専用の転写紙を使ってマグカップ
（白磁）に貼り付けます。初めての方でも気軽に楽しく
作品を作る事が出来ます。

ポーセラーツ
～気分が上がる私だけのマグカップ～

〈講師〉RAB学苑専任講師 岸里フミヱ

◆第1・3日曜日10:30～11:45 （3才～小2は11:15まで）
◆受講料・運営費/月額3,652円（税込）3ヶ月分前払

オープンクラスなので、幼児からシニアまで幅広く指導致し
ます。幼児や小学生には、子供たちが自由に自己表現出来る
よう、楽しく踊る事を基本に、柔軟性、機敏性、リズム感を養
います。大人はストレッチとバレエの組み合わせにより、体力
に応じて身体を動かすことで心身が爽快になり生命力がわ
いてきます。

日曜バレエ〈オープンクラス〉

お試し体験会:4月6日（火） 税込550円
13:00～13:30 ※グループにて体験となります。

ジャズダンス・ファンク
ダンスの基礎からゆっくり学びジャズ、モダン、
ヒップホップでかっこ良く踊れるようになる画期
的なクラスです。小学４年生から大人まで一緒に
楽しめるオープンクラスです。

第1・3・4土曜日14:30～15:30
◆受講料・運営費/月額5,478円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉春日井バレエ・ダンスギャラリー ダンサー

リニューアル リニューアル

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。

キッズのやさしい英会話

◆対象/小学生以上～大人
◆受講料・運営費/1,210円
◆教材費/2,200円（税込）

〈講師〉Floresta Azul 梅森敦子

6月6日（日）11:00～15:00
(受付時間10:30～14:30)

※ご都合の良い時間にお越しください。所要時間は約30分です。

季節の樹木と3種類の苔を使い、自分好みのテラリウム
かミニ苔盆栽を作ります。お家の中に置く事が出来るの
で、初めての方でも安心して楽しめます。

苔テラリウム＆苔ミニ盆栽

【受付時間】平日10時～20時　土曜10時～18時 ※日曜・祝日休業
今すぐお電話を！☎017-723-1341

表示価格はすべて税込価格です。

入会金(税込2,200円)

無料!!
※体験会は事前のご予約が必要となります。※最少人数に達しない場合中止となる講座もあります。

無料体験会
すべてのお試し体験コース
新講座

おすすめ講座ワンコイン体験会！
半額！

2021年

 3月1日（月）～
 4月30日（金）

期間限定サービス

サンロード青
森3階

カルチャーセ
ンター

春の新入会キャンペーンキャンペーン

※30分間

入会金不要の短期講座

入会金不要の短期講座

入会金不要の短期講座

初心者対象・中学＆高校生向け韓国語入門〈3ヵ月全12回〉

赤ちゃんとママのためのプログラム〈3ヵ月全6回〉
ハッピーハグハグ♡ベビーヨガ

SCRATCH（スクラッチ）でオリジナルゲームを作ろう！（3回コース）

青森コンピュータ・カレッジ提携講座

こどもプログラミング教室（中級～上級）

2021

無料体験
4月1日
（木）

〈対象〉一般（中学生以上）

※4月8日（木）スタート予定
第2・4木曜日19:45～20:45

◆受講料・運営費/月額3,080円（税込）3ヶ月分前払
〈講師〉IYPF公認ヨガインストラクター 工藤富士子

無料体験
3月23日
（火）

第2・4火曜日19:45～20:45第2・4火曜日19:45～20:45

無料体験
3月31日
（水）

無料体験
3月24日
（水）

無料体験
3月27日
（土）

新講座＆リニューアル講座

◆受講料・運営費/
〈各1回〉学苑会員1,540円 一般1,760円（税込）
〈講師〉ヨガインストラクター 相馬かほる

金曜日 各19:00～20:00
①3月26日 ②4月23日
③5月21日 ④6月18日

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。

誰でも簡単・気軽に マインドフルネスで心の筋トレ

〈講師〉DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多魅（タミィ）

◆第2・4金曜日10:45～11:45
◆受講料・運営費/月額3,080円（税込）3ヶ月分前払

〈講師〉春日井バレエ・ダンスギャラリー
津川由美子

◆第1・3水曜日15:00～16:00
◆受講料・運営費/月額3,894円（税込）3ヶ月分前払

ニューヨークでブレイクした
エクササイズです。身体に
無理な負担をかけず、芯の
筋力を鍛え、姿勢や身体の
悪い歪みを正し、身体と心
のバランス調整をします。

ピラティス・
エクササイズ

簡単ソーイング
＆リフォーム教室

講座で作った受講生さんたちの洋裁作品を
展示いたします。ぜひご覧ください。

期間

会場

4月13日（火）～26日（月）
※日曜・祝日を除く

3階RAB学苑ロビー内

新講座＆リニューアル講座

〈講師〉イギリスマンチェスター大学留学
お茶の水女子大学卒業 ティーチャー・サコ

お試し体験会:3月17日（水） 税込550円

お試し体験会:3月26日（金） 税込550円

お試し体験会:3月21日（日） 税込550円

〈講師〉DANCING COMPANY Tina
インストラクター 多魅（タミィ）

◆第2・4水曜日16:00～16:40〈3才～年長〉
◆受講料・運営費/月額2,640円（税込）3ヶ月分前払

大人気のK-POPアイドル
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。K-POPダンスを
楽しく踊りましょう。

ガールズグループの

K-POPカバーダンス
　　〈キッズクラス〉

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。

無料体験
4月5日
（月）

無料体験
3月30日
（火）

子ども教育でそろばんが今、見直されていま
す。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るのです。話題のフラッシュ
暗算で右脳を開発していきます。

～話題のフラッシュ暗算で右脳を開発する～

スーパーそろばん

お試し体験会:3月26日（金）15:00～15:50 税込550円

〈講師〉丸山そろばん教室主宰 福田洋子

◆毎週金曜日16:00～18:00〈小学生〉
◆受講料・運営費/月額5,280円（税込）3ヶ月分前払

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。

アカネバレエのジュニアクラシックバレエ

〈講師〉アカネバレエ
桜庭茜根、井上陽菜乃

◆毎週金曜日〈3才～小1〉16:10～16:50
               〈小2～中学生〉17:00～18:00
◆受講料・運営費/月額5,720円（税込）3ヶ月分前払

〈講師〉
シンガーソングアーティスト
　　たいぞう

【当日は講師作品の展示販売も行います。お気軽にお越し下さい。】

お試し体験会:3月24日（水） 税込550円

お試し体験会:3月26日（金） 税込550円

◆受講料・運営費/月額5,280円（税込）3ヶ月分前払

ジュニア’s HIPHOP〈初心者クラス〉

木曜日 各10:30～13:00
①4月22日『ワンユニットギャザリング』
②5月27日『3ユニットギャザリング』
③6月24日『ルーティーブーケ®』

サンデー
ワーク
ショップ

サンデー
ワーク
ショップ

お試し体験会:3月27日（土） 税込550円

作 品 展

◆土曜日（月3回）13:00～14:00〈小学生〉
◆受講料・運営費・教材費/月額4,620円（税込）3ヶ月分前払

新講座＆リニューアル講座

お試し1day対象講座

美子バレエ
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

（土）13:00～
（土）①16:00～ ②17:10～
（金）16:00～
（金）17:30～
（火）17:00～
（第1・3火）16:00～
（第2・4火）16:00～
（木）17:00～
（水）17:50～
（月）①16:10～ ②17:10～

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

お試し2day対象講座

籐・あけび 
（材料費1,700円～3,500円）

粘土クラフト
（材料費800円）

RAB学苑講座案内2021年4月からの ※表示価格はすべて税込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〉 ※表示がない講座でも、準備品や材料費が別途かかる場合もあります。 ※受講の際は入会金・受講料の他に運営費がかかります。

毎週月曜13:30～15:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）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
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）

毎週火曜18:30～20:00
月額5,280円（3ヶ月分前払）

毎週水曜13:00～14:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）

毎週水曜18:50～20:20
月額5,280円（3ヶ月分前払）

毎週木曜10:30～12:00
月額5,280円（3ヶ月分前払）

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）

第1・3水曜16:10～17:10
月額3,674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

夜のHULAレッスン〈初心者向け〉

ベリーダンス

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

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

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

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

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〈中級者向け〉

午後のHULAレッスン〈初心者向け〉

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

春日井バレエ・ダンスギャラリー亜里紗

全日本写真連盟会員 山上 敏昭

はじめての鉛筆画・色えんぴつ画

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1・3木曜13:30～15:30
月額2,860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

お試し1day

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12:00～14:30
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

第1・2・3木曜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

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

お試し1day

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

毎週木曜11:00～12:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）

第2・4水曜18:00～20:00
月額3,432円（3ヶ月分前払）

第1・3木曜11:00～12:00
月額4,400円（3ヶ月分前払）
教材費別途

隔週水曜19:00～20:00
月額3,300円（3ヶ月分前払）

第2・4木曜①18:00～②18:30～
③19:00～④19:45～⑤20:15～
月額4,400円（3ヶ月分前払）
教材費別途

〈各30分〉

第1・3日曜①11:00～②12:00～
③13:00～④14:00～〈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

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

ヴォイストレーニング 〈個人レッスン〉

はじめての津軽民謡〈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

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

アトリエあおい檸檬主宰

山田 邦子
第1・3火曜13:00～15:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）はじめての油彩画

青森県書道連盟同人 木村 東月

青森市俳句連盟会長 木村 秋湖

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

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
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

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

毎週土曜19:15～20:45
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！

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・祝日休業

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

ワイズパーク青森トレーナー若松 佑弥
毎週水曜11:00～12:00
月額6,160円（3ヶ月分前払）

第1・3・4土曜14:30～15:30
月額5,148円（3ヶ月分前払）春日井バレエ・ダンスギャラリー ダンサー

第2・4金曜10:45～11:45
月額2,860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）

DANCING COMPANY Tinaインストラクター 多魅

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

①第1・3水曜10:30～12:00
月額3,080円（3ヶ月分前払）
②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

＊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。

　　　　　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
■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　　　　

（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

あとりえTrapeze代表 伊藤 寛
トラピス

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》

はじめての津軽民謡

第1火曜10:30～12:00
月額1,837円（3ヶ月分前払）弘前大学音楽科卒 音楽講師 津川 文子

日本の歌を歌いましょう

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）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

毎週月曜10:30～12:30
月額5,280円（3ヶ月分前払）山野流着つけ

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

ハーバリウム 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

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・3木曜10:30～12:30
月額2,860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

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

月額4,840円（3ヶ月分前払）
教材費別途

お試し2day

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

イギリスマンチェスター大学留学
お茶の水女子大学卒業 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

隔週水曜10:15～12:00
月額2,992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

趣味・暮らし

（月1回）火曜10:00～12:00
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

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
おしゃれなお菓子教室

月額1,870円（3ヶ月分前払）
〈会場〉アピオあおもり

（月1回）①土曜10:00～12:00②土曜13:00～15:00

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 三千代伊勢物語を読む

RAB学苑専任講師 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

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～

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

キャンペーン期間中、体験料が表示価格の半額！（2021年3月1日～4月30日）

【こども講座】
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
押し花
ハーバリウム
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・3木）10:30～
（第4火）10:30～
（隔週水）10:15～
（第2・4木）10:00～
（第2土）10:30～
（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1,300円）
1,430円（材料費2,500円）
1,430円（材料費550円）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
座ってできるイスヨガと呼吸筋ストレッチ
はじめてのヨガ
ゆるヨガ＆瞑想
くつろぎのウィークエンドYOGA
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
ロコモ予防体操始めよう

（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～

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

【運動健康講座】

【手工芸・茶道・花】

アコースティックギター
楽しいコーラス
楽しく歌おう！昭和のメロディ
篠笛を楽しむ

鉛筆画・色えんぴつ画
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～
（木）11:00～
（第1・2・3火）11:00～
①（第1・3火）18:30～
②（第1・3水）14:30～
（第1・3木）13:30～
（第2・4金）13:30～
（第4水）13:30～
（第2・4火）10:30～
①（第1・3水）10:30～
②（第4土）10:30～
（土）10:15～

1,540円
1,210円
1,540円

2,200円

1,430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

2,200円

2,420円

（第1・3火）13:00～

（金）10:30～

【音楽・芸術・絵画・暮らし】

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。

（毎月20日・30日）

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！！

〈体験料〉

〈体験料〉〈曜日・時間〉

〈曜日・時間〉

〈体験料〉〈曜日・時間〉

〈体験料〉〈曜日・時間〉

〈体験料〉〈曜日・時間〉

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

【受付時間】平日10時～20時　土曜10時～18時 ※日曜・祝日休業

サンロード青森3階カルチャーセンター RAB学苑

☎017-723-1341

申
込
方
法

いつもご利用いただけるサービス

講座見学は無料です。

リニューアル

リニューアル

日曜バレエ〈オープンクラス〉

多魅の美脚＆リンパヨガ

第2・4月曜19:15～20:15
月額2,860円（3ヶ月分前払）

第2・4火曜19:45～20:45
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）

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 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

IYPF公認ヨガインストラクター 工藤 富士子

認定NPO法人日本ヨガ連盟
ティーチャーインストラクター 奥崎 憲子

認定NPO法人日本ヨガ連盟
ティーチャーインストラクター 千葉 ゆか

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

体と心が楽になるパワーヨガ

50才からのHappy体操＆ヨガ

ムーン　     ヒーリング
Moon Healingヨガ

ヨ
　
ガ

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

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A級指導員 木立 つよい

健康ストレッチ＆太極拳

太極拳（金）

太
極
拳

お試し1day

お試し1day

毎週金曜10:30～11:30
月額5,280円（3ヶ月分前払） 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

ロコモ予防体操始めよう！ 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

＊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。

〈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

〈小学生～〉
隔週水曜19:00～20:00
月額2,640円（3ヶ月分前払）第54代津軽民謡王座 かすみ

はじめての津軽民謡

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）

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 寺島 佐和子

〈5才～小学生〉
毎週火曜17:00～18:00
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

ジュニア’s HIPHOP〈初心者クラス〉

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17:50～18:50
月額4,840円（3ヶ月分前払）

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

〈小4～小6〉
毎週月曜17:00～18:00
月額4,840円（3ヶ月分前払）JAFA会員 小野 郁子

JAFA会員 小野 郁子

DANCE BRIGHT主宰 寺島 佐和子

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

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

〈年長～小学高学年〉16:45～17:45
〈小学高学年～一般〉18:55～19:55

①毎週水曜

〈3才～小2〉16:10～17:00
〈小3～中3〉17:10～18:10

毎週月曜

〈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）

〈3才～年長〉16:00～16:40
②第2・4水曜

月額2,420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

お試し1day

毎週土曜

〈4才～小3〉
毎週土曜13:00～14:00
月額5,280円（3ヶ月分前払）

美子バレエの
ちゃいるどくらす 江利山美子バレエスール

江利山 美子・葛西 天子

〈小4～〉
第1・3・4土曜14:30～15:30
月額5,148円（3ヶ月分前払）

ジャズダンス・ファンク
春日井バレエ・ダンスギャラリー ダンサー

Kids Hiphop Dance 〈年長～小3〉12:40～13:25
〈小4～小6〉13:35～14:25
〈中学生〉　14:35～15:35
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～〉
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

第1・3木曜
①〈4才～小3〉16:30～17:30
月額2,640円（3ヶ月分前払）
②〈小4～中学生〉１6:３０～18:00
月額2,860円（3ヶ月分前払）

〈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）

あとりえTrapeze代表 伊藤 寛
トラピス

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

お試し1day

〈小学生〉
第2・4火曜16:00～16:50
月額2,640円（3ヶ月分前払）DANCE BRIGHT主宰 寺島 佐和子

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

新

ジュニア卓球〈初心者クラス〉
〈3才～小学生〉
毎週火曜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
新

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

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

イギリスマンチェスター大学留学
お茶の水女子大学卒業 ティーチャー・サコ

スーパーそろばん
お試し1day

〈3才～小2〉
第1・3日曜10:30～11:15
月額3,432円（3ヶ月分前払）RAB学苑専任講師 岸里 フミヱ

〈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

日曜バレエ〈オープンクラス〉

対
象
講
座

新

第2・4木曜19:45～20:45
月額2,860円（3ヶ月分前払）

YOGAでつなごう！ココロとカラダ新

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）
（ファミリーペア月額4,400円）

ファミリーYOGA〈オープンクラス〉新

新

手軽にできる健康！

【有効期限無し。年会費無料。】

リニューアル

楽らくワイズ体操

新

ストレッチから始めるシニア世代の

ジャズダンス・ファンク

リニューアル


