
★☆講座クラス受講生募集☆★

2018 年度　第 4 期 （1 ～ 3 月）

■キッズアクロバット講座 対象：小学生

主にマット運動の基礎を学ぶとともに、手をつく感覚、転がる感覚、逆さになる感覚を養います。
学校体育で行われる基本技を習得することを目標としながら、個人のレベルに合わせて難しい技に
も挑戦します。また、ダンスの振付に入れられるような技にも挑戦していきます。

主にマット運動の基礎を学ぶとともに、手をつく感覚、転がる感覚、逆さになる感覚を養います。
少しずつ丁寧に教えていきますので、運動が苦手な子でも大丈夫です。幼児期に様々な動きを経験
していくことで、身体を動かす基礎が作られ、成長後の運動にも良い影響を与えることにつながります。

■ちびっこアクロバット講座 対象：4歳～小学 2年生

日時：金曜日　16:00 ～ 17:00（60 分間）☆龍ヶ崎スタジオ　ちびっこアクロバット
1/11,　18,　25　2/1,　8,　15　3/1,　8,　15,　22　　　　　（全10回／13,500円）

★定員：16名程度

 申込受付期間　12/16（日）10:00 ～ 12/22（土）18:00

日時：土曜日　10:45 ～ 11:45（60 分間）☆学園スタジオ　ちびっこアクロバット
　

■アクロバットアドヴァンス講座

テスト合格者を対象に、より発展した技の練習を行います。テストはそれぞれの講座内で行い、イベントには原則参加しません。

対象：小学生～高校生

場所：学園スタジオ 日時：土曜日　9:30 ～ 10:45（75 分間） ★定員：16名程度

1/5,　12,　19,　26　2/2,　16　3/2,　9,　16,　23　　　　　（全10回／13,500円）

日時：火曜日　19:00 ～ 20:15（75 分間）☆学園スタジオ　キッズアクロバット ( 火 )

　

★定員：16名程度

日時：土曜日　11:45 ～ 13:00（75 分間）

　 日時：金曜日　17:00 ～ 18:15（75 分間）☆龍ヶ崎スタジオ　キッズアクロバット

■アクロバット入門講座

　ストレッチによるしなやかな身体作りを目指し、体幹や腕のトレーニングによってアクロバットに必要な筋力を身につけていきます。
基礎を確実に身につけながら、各個人に合わせた技の練習を行っていきます。

対象：中学生～大人

場所：龍ヶ崎スタジオ 日時：金曜日　20:00 ～ 21:30（90 分間） ★定員：16名程度

1/8,　15,　22,　29　2/5,　12,　19,　26　3/5,　12,　19,　26　　( 全 12 回／16,200 円 )

 

 

 

≪1月コース≫　1/11,　18,　25　    （全3回／4,860円）

≪2月コース≫　2/1,　8,　15 　　    （全3回／4,860円）

≪3月コース≫　3/1,　8,　15,　22   （全4回／6,480円）

 申込受付期間 12/16（日）10:00  ～  12/22（土）18:00
 申込受付期間   1/13（日）10:00  ～   1/19 （土）18:00
 申込受付期間 2/10（日）10:00  ～   2/16（土）18:00

アクロバット

☆学園スタジオ　キッズアクロバット ( 土 )

講師　西村惣一

講師　西村惣一

☆守谷スタジオ　ちびっこアクロバット 日時：木曜日　16:00 ～ 17:00（60 分間）

1/10,　17,　24,　31　2/7,　14,　28　3/7,　14,　21 　　 　　( 全 10 回／13,500円 )

1/10,　17,　24,　31　2/7,　14,　28　3/7,　14,　21 　　 　　   　( 全 10 回／13,500円 )

講師　豊田彩乃

講師　西村惣一

講師　西村惣一

☆守谷スタジオ　キッズアクロバット 日時：木曜日　17:15 ～ 18:30（75分間） 講師　豊田彩乃

講師　西村惣一

講師　西村惣一

講師　西村惣一

■練習技例
前転、後転、側転、ブリッジ、
倒立からブリッジ、
前方倒立回転など

■練習技例
後転、側転、シフト、マカコ、
前方ブリッジ回転、バク転など

1/5,　12,　19,　26　2/2,　16　3/2,　9,　16,　23　　　　　　   （全10回／13,500円）

1/11,　18,　25　2/1,　8,　15　3/1,　8,　15,　22　　　　　　   （全10回／13,500円）

1/5,　12,　19,　26　2/2,　16　3/2,　9,　16,　23　　　　　（全10回／13,500円）

D-Life ダンススクールでは、目的に合わせて展開している講座制クラスを開講しています。普段のレッスンとは違うアプローチで、

踊るためのからだづくりとレベルアップを応援します。D-Life 会員でない方も大歓迎です！この機会にぜひ受講してみてください！

※アクロバット講座の最終日は見学・体験不可



■BREAKIN’ 講座
　

　小学校 4年生以上を対象にブレイキンクラスを開講！トップロック、フットワーク、フリーズなどの基本的な技をしっかりと学び、ウィン

ドミルなどの大技の習得を目指します。

対象：小学 4年生～高校生　／　場所：守谷スタジオ　／　定員：15名
日時：火曜日　18:15 ～ 19:45（90 分間）　日程：1/8,  15,   22,   29　2/5,  12,   19,   26　3/5,   12　（全10回 / 12,960円）

講師　會津亮介

講師　坂本晴一

■バレエ・コンテトレーニング講座（ベーシック）

　ベーシックでは、バレエの基本を重視し、バレエシューズで徹底的に安定した体幹・軸の確立を目指します。体幹と軸は、すべ
ての動きの基本となる重要な要素で、コンテンポラリーダンスの動きにも必要不可欠。ひとつ上のパフォーマンスを目指す皆さんに
ぜひ受講してほしいクラスです。年間を通した受講をお勧めします。

対象：小学生～高校生　／　場所：Dシアター　／　定員：20名程度
日時：金曜日　18:30 ～ 19:30（60 分間）　日程：1/11,  18,   25　2/8,   15,   22　3/1,   8,  15,   22　（全 10 回 / 10,800円）

＜講座受講・体験申込みのご案内＞

事前にお読みください

＜お問い合わせ＞

D-Life ダンススクール
★つくばスタジオ：つくば市春日 3-20-12
★学園スタジオ　：つくば市遠東 417-1
★Dシアター　　：つくば市東平塚 698-3
★阿見スタジオ　：阿見町うずら野3-26-9
★龍ヶ崎スタジオ：龍ヶ崎市小通幸谷町 288（QizMALL 龍ヶ崎２F）
★守谷スタジオ　：守谷市百合ヶ丘 2丁目 2486-3

※トゥシューズでの受講も可（コンテクラスの生徒は先生が判断します）

講師　伊藤有美

講師　伊藤有美■バレエ・コンテトレーニング講座（アドヴァンス）

　アドヴァンスでは、バーレッスン・センターレッスンを中心に、しなやかに動けるからだを目指すためのトレーニングを行います。
また、踊るための表現力も磨きます。年間を通した受講をお勧めします。

対象：バレエ歴 3年以上／小学 4年生～高校生　／　場所：つくばスタジオ　／　定員：17名程度

日時：土曜日　17:00 ～ 18:30（90 分間）　日程：1/12,  19     2/9,  16,   23     3/2,   9,  16,  23　（全 9 回 / 11,664円）

※最終的には伊藤先生が判断します。受講に不安のある方は担当の先生にご相談ください

バレエ・コンテトレーニング

BREAKIN’

❶  D-Life ダンススクールまたはNPO法人 DAS 会員でない方は、スポーツ保険加入
　のため、中学生以下 800 円・高校生以上 1,850 円が別途かかります
  （保険は年度ごとに更新が必要です）
❷ 料金は初回のレッスンでお支払いください（日割り計算・返金は原則行いません）

❸ 申込みが 5人以下の場合は開講しないことがあります。その場合、1週間前
　 までにご連絡いたします。
❹ 各クラス定員になり次第、締切となります。
❺ 3 日経っても返信が無い場合は、お手数ですがD-Lifeまでお電話ください。

■キッズHOUSE講座

　HOUSEは流れるような足さばき（ステップ）が特徴。基礎のステップをベースに、HIPHOPの要素も取り入れながら、
レッスンしていきます。普段より速いテンポに合わせて踊る楽しさ、心の高鳴りを感じて、みんなでワイワイ踊りましょう！

※D-Life会員外の場合、ダンス歴2年以上からお申込みいただけます。受講に不安のある方は、一度お問い合わせください

対象：小学生（ストリート中級B 以上）／ 場所：阿見スタジオ／定員：20名

日時：火曜日　18:45～20:00（75分間）　日程：1/8,  15,   22,   29　2/5,  12,   19,   26　3/5,   12　（全 10回 / 10,800円）

HOUSE 申込受付期間　12/16（日）10:00 ～ 12/22（土）18:00

申込受付期間　12/16（日）10:00 ～ 12/22（土）18:00

申込受付期間　12/16（日）10:00 ～ 12/22（土）18:00

info@dance-life.jp
TEL&FAX 029-858-6380 （電話受付 / 月～金 10:00 ～18:00）
E-mail

受講申込み

件名　「（受講希望の講座名）申込み」
本文 本文

 ★  info@dance-life.jp  まで、メールでお申込みください 
体験申込み ※お一人様1回限り（体験料1,080円）

①氏名　② 学年　③ダンス歴 （D-Life会員はクラス名）
④電話番号 　⑤受講希望の講座名

件名　「（受講希望の講座名）申込み」
①氏名　② 学年　③ダンス歴 （D-Life会員はクラス名） 
④電話番号　⑤体験希望の講座名　⑥希望の日程

※アクロバット講座の最終日は見学・体験不可


