
４月１日（日）10:00 から、Ｄシアター（つくば市東平塚 698-3）にて受付します！
  ※ストリートダンス／ JAZZ の申込み受付は 4/8（日）13:00 からです（別紙参照）

D-Life ダンススクール

場所：Ｄシアター  （つくば市東平塚 698-3）

新規受付会場

ホームページ　http://www.dance-life.jp
メール　info@dance-life.jp

TEL/FAX 029-858-6380
※電話問い合わせ受付時間　平日 10:00 ～ 18:00

※募集予定クラスについては、裏面をご覧ください

☆募集予定クラスについては、裏面をご覧ください

☆各スタジオ・クラスの詳細は、D-Life ダンススクール
　ホームページをご参照ください

☆ストリートダンス／ JAZZ のクラスについては、
　別紙（ストリートダンス＆JAZZ 新規入会申込受付会）を
　ご確認ください

バレエ＆コンテンポラリーダンス　新規入会申込受付会

＜お問い合せ＞

D-Life ダンススクール こどもクラス
2018 年度

4/2 以降の入会申込みは、定員に空きがあれば随時受付しています。

D-Life ダンススクールまで、お問い合わせください。
※ストリートダンス /JAZZ の受付は 4/8（日）10:00 からです

10:00 受付開始 　　 10:15 締切

定員に達していないクラスは
11:30 まで受付を行います

定員を超えたクラスは

抽 選

定員を超えていないクラスは

申込み手続き

一旦、締め切って
人数確認をします

→ 抽選にもれた方は
キャンセル待ちの受付を行います→→

受付の
流れ

★希望クラスの「受付表」に必要事項をご記入の上、そのままスタジオ内で待機してください

★受付開始から１５分後 の時点で、入会希望者が定員を超えた場合は、抽選を行います

バレエ／コンテンポラリーダンス 4/1日 より

持ち物 ★ボールペン　　★スリッパなど室内履き（スタジオ内は土足禁止です。必要に応じてご用意ください）

★「銀行届け出印」と口座内容の分かるもの
　「月謝引き落とし口座の登録手続き」のために必要です。下記の金融機関のみご利用いただけます。

　　取り扱い金融機関　　常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、茨城信用組合、茨城県信用農業協同組合連合会および会員農業共同組合



★バレエ
■つくばスタジオ／Dシアター

◎育成コース

クラス名 対象 受付開始時刻 受付場所 受付場所住所

Dシアター　初等科（水） 4歳～未就学児　初心者      

Dシアター　初等科（金） 4歳～未就学児　初心者      

つくば　初等科（土）　※2018年度新設クラス 4歳～未就学児　初心者      

つくば　中等科Ｂ（月）（土） 小学生　初心者

Dシアター　中等科Ｂ（水）（金） 小学生　初心者

◎エンジョイコース

クラス名 対象 受付開始時刻 受付場所 受付場所住所

つくば　エンジョイバレエ（月） 小学生　※初心者可

つくば　エンジョイバレエ（土） 小学生　※初心者可

★コンテンポラリーダンス
■Dシアター

クラス名 対象 受付開始時刻 受付場所 受付場所住所

Dシアター　コンテンポラリー児童Ｂ（土） 4歳～小学生低学年　　※初心者可     

Dシアター　コンテンポラリー児童Ａ（土） 小学生　※初心者可

4/1（日）
10:00～

Dシアター つくば市東平塚698-3

受付方法や持ち物などについて、表面を必ずご覧ください

申込受付開始時刻・場所　一覧　（2018.2月現在）

※バレエ・コンテ各クラスの新規募集人数は3/26（月）以降にD-Lifeダンススクールのホームページでご案内します
※新規募集を行わないクラスのキャンセル待ち受付についてもD-Lifeダンススクールホームページをご覧ください

4/1（日）
10:00～

Dシアター つくば市東平塚698-3

4/1（日）
10:00～

Dシアター つくば市東平塚698-3

【2017年度→2018年度４月～】バレエ・コンテクラスの変更点について

■つくばスタジオ（つくば市春日3-20-12） ■つくばスタジオ（つくば市春日3-20-12）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

バレエ バレエ

中等科B 初等科

13:00～14:15 12:00～13:00

田中 田中

エンジョイ

バレエ

13:00～14:15

西園

バレエ バレエ

中等科B 中等科B

16:30～17:45 14:15～15:30

田中 田中

エンジョイバレエ バレエ

児童 中等科B

17:45～18:45 17:00～18:15

三瓶 田中

エンジョイバレエ エンジョイ

ジュニア バレエ

18:45～20:00 18:15～19:30

三瓶 三瓶

■Dシアター（つくば市東平塚698-3） ■Dシアター（つくば市東平塚698-3）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

ちびっこ ちびっこ

ストリート ストリート

11:15～12:15 11:15～12:15

藤田 藤田

エンジョイバレエ コンテンポラリー

児童 児童Ｂ

12:30～13:30 13:00～14:00

西園 細川

ＪＡＺＺ バレエ バレエ コンテンポラリー ＪＡＺＺ バレエ バレエ コンテンポラリー

小学生 初等科 初等科 児童Ｂ 小学生 初等科 初等科 児童Ａ

17:15～18:30 16:15～17:15 16:15～17:15 13:30～14:30 17:15～18:30 16:15～17:15 16:15～17:15 14:00～15:15

小池 伊藤 伊藤 細川 小池 伊藤 伊藤 細川

バレエ バレエ コンテンポラリー バレエ バレエ

中等科Ｂ 中等科Ｂ 児童Ａ 中等科Ｂ 中等科Ｂ

17:15～18:30 17:15～18:30 14:30～15:45 17:15～18:30 17:15～18:30

伊藤 伊藤 細川 伊藤 伊藤

ストリートダンス ＪＡＺＺ ストリートダンス ＪＡＺＺ

中高生 中高生 中高生 中高生

20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30 20:00～21:30

岸田 上野 岸田 上野

 2018年度新設クラス
 2017年度は開講していません。別クラスでの体験／2018年度以降の体験となります

 2017年度→2018年度で変更があるクラス（場所・時間・担当講師など）

 2017年度に体験をされる方は変更内容をご確認ください

 2017年度→2018年度で変更のないクラス ご不明な点等はD-Life事務局までお問い合わせください

2017年度 ２・３月体験受付クラス 2018年度4月～新規入会受付予定クラス

時間変更 時間変更

時間変更

カリキュラム変更に伴い、時間・対

象が変更になります。

◎対象：小学1～6年生

カリキュラム変更に伴い、スタジオ・

時間・対象が変更になります。

◎対象：小学1～6年生

2018年度新設


