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「D-Lifeダンススクール」姉妹校

5月スタート
N-Stageに出演しよう！ワークショップ
出演者募集！！

5月から「N-Stageに出演しよう！企画」がスタート！

4回のレッスンで振付を覚えて、ステージでの発表を目指します。

発表の舞台は、6/12（日）流山おおたかの森S・C「森のまち広場 ステージ」で開催する

N-Stage in 流山おおたかの森　です。

お友達をさそって、みんなでN-Stageに出よう！
自信がなくても大丈夫! リズム感がなくても大丈夫! 

「やってみたい」を大切に! ぜひご参加ください。

お友達をさそって、みんなでN-Stageに出よう！
自信がなくても大丈夫! リズム感がなくても大丈夫! 

「やってみたい」を大切に! ぜひご参加ください。

◎ 会 場 流山おおたかの森Ｓ･Ｃ本館　2階

◎ 参加費 5,500円（税込）／全4回
 ※別途イベント参加費500円がかかります

◎ 対 象 小学生クラス ： 小学1～6年生
 中高生クラス ： 中学生・高校生

　　※ストリートダンス経験者クラスはダンス歴2年以上の方が対象です

日程等詳細は

裏面を

ご覧ください！！

※お車でお越しの際は流山おおたかの森Ｓ･Ｃの駐車場をご利用ください

つくばエクスプレス／東武アーバンパークライン線 流山おおたかの森駅 下車　徒歩1分

日　時 2022年 6/12（日） 11:00～17:30 ［予定］

流山おおたかの森駅 南口 「森のまち広場 ステージ」

※雨天・荒天時中止。ホームページ［http://www.dance-life.jp/］をご確認の上ご来場ください

会　場

出　演 D-Lifeダンススクール ／ N-Stageに出演しよう！WSメンバー　ほか

6/12（日）に流山おおたかの森駅前で、

ダンスイベント『N-Stage in 流山おおたかの森』を開催！

思わずあなたも踊り出したくなる！パワフルなステージをお届けします。

「N-Stage に出演しよう！WS」に挑戦する地元キッズダンサーも

練習の成果をステージで披露します。

観覧自由・観覧無料

N-Stage
in

流山おおたかの森

2022.6/12 日

11:00 ～17:30

N-Lifeダンススクール

LINE公式 アカウント
N-Lifeダンススクール

LINE公式 アカウント
友だち追加で最新情報をお届け！！

最新情報は、
D-Lifeホームページ
LINE公式アカウント
Twitter・Instagramで
ご案内しています。

N-Life TwitterN-Life TwitterN-Life InstagramN-Life Instagram D-LifeホームページD-Lifeホームページ



N-Lifeダンススクールでは、こども～大人まで、様々な年代の方を対象にレッスンを開講いたします。
※2022.4月現在の情報です。変更になる場合がございます

※2022.4月現在の情報です。変更になる場合がございます

※記載されている金額は消費税（10%）込みです【2022.6月下旬OPEN】N-Lifeレッスンスケジュール

月 火 水 木 金 土

★

★

★

ストリートダンス
幼児

16:00～16:50
梅村 莉帆

ストリートダンス
小学生

17:00～18:10
梅村 莉帆

ストリートダンス
高学年

18:10～19:20
坂本 晴一

ストリートダンス
中高生

19:20～20:40
梅村 莉帆

JAZZ
小学生

17:10～18:20
上野 真帆

JAZZ
中高生

18:20～19:40
上野 真帆

ダンスサークル
K-POP推し

MAHOクラス
19:50～21:20

ストリートダンス
幼児

16:10～17:00
吉田 佳歩

ストリートダンス
小学生

17:10～18:20
吉田 佳歩

ストリートダンス
中高生

18:20～19:40
坂本 晴一

ダンスサークル
ステップ大好き
HARUクラス

19:50～21:20

ダンスサークル
昼間にリフレ
HARUクラス

13:00～14:15

小学生サークル
N-Kids

17:15～18:15
林田 祐樹

中高生サークル
N-Friends

18:30～19:30
林田 祐樹

ストリートダンス
幼児

12:30～13:20
小沼 楓果

ストリートダンス
小学生

13:30～14:40
坂本 晴一

ストリートダンス
小学生中級

14:50～16:00
坂本 晴一

ストリートダンス
中高生

18:00～19:20
坂本 晴一

ストリートダンス
中高生中級

19:30～20:50
坂本 晴一

★

★ ★

★ ★

★
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★
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【参加者募集】2022.5月スタート★N-Stageに出演しよう！ワークショップ

・日程 ： 月曜日　17:00～18:15
 5/16,23,30　　6/6
・担当 ： 梅村 莉帆

ストリート小学生（月）

・日程 ： 月曜日　18:30～19:45
 5/16,23,30　　6/6
・担当 ： 梅村 莉帆

ストリート中高生（月）

・日程 ： 水曜日　17:00～18:15
 5/18,25　　6/1,8
・担当 ： 上野 真帆

JAZZ小学生（水）

・日程 ： 水曜日　18:30～19:45
 5/18,25　　6/1,8
・担当 ： 上野 真帆

JAZZ中高生（水）

・日程 ： 土曜日　13:00～14:15
 5/21,28　　6/4,11
・担当 ： 坂本 晴一

ストリート小学生（土）

・日程 ： 土曜日　17:00～18:15
 5/21,28　　6/4,11
・担当 ： 坂本 晴一

ストリート中高生（土）

・日程 ： 土曜日　14:45～16:00
 5/21,28　　6/4,11
・担当 ： 坂本 晴一

ストリート小学生経験者（土）

・日程 ： 土曜日　18:30～19:45
 5/21,28　　6/4,11
・担当 ： 坂本 晴一

ストリート中高生経験者（土）

★参加条件：

4回中3回レッスンに参加可能な方。

※あらかじめ欠席する日程が分かっ

ている場合は、お申込時にお伝え

ください

★最低開講人数：5人

★複数クラス受講大歓迎

参加に関するご質問はD-Life事務局まで

お気軽にお問い合わせください。

◎ 会 場 流山おおたかの森Ｓ･Ｃ本館　2階

◎ 参加費 5,500円（税込）／全4回
 ※別途イベント参加費500円がかかります

◎ 対 象 小学生クラス ： 小学1～6年生
 中高生クラス ： 中学生・高校生

　　※ストリートダンス経験者クラスはダンス歴2年以上の方が対象です

※レッスン開始15分前に2階紀伊國屋書店前に集合
　　→その後、スタッフが会場まで誘導します

「N-Stageに出演しよう！WS申込みフォーム」からお申込みください　＞＞
申込期間終了後に開講決定連絡を送ります。（開講しない場合もメールでご連絡いたします）

5/11（水）になっても連絡がない場合は、お手数ですが029-858-6380（D-Life）までお電話ください。

※希望者が少ない場合・レッスンを開講しない場合、参加日程の変更をお願いする場合がございます

・受講時は、飛沫防止のため、「マスクの着用を必須」とさせていただきます。

・保護者の方の見学は1回目のレッスンのみとさせていただきます。

※会場の密防止のため、付き添いの方は、参加者1名につき1名とさせていただきます

　　　（乳児や幼児をお連れの方はお申込時にご相談ください）

参加時の
お願い

【お申込受付期間】 5/1（日）10:00～5/10（火）18:00
N-Stageに出演しようWS！

申込フォーム

◎ 日 程

5月から「N-Stageに出演しよう！企画」がスタート！
4回のレッスンで振付を覚えて、ステージでの発表を目指します。

発表の舞台は、6/12（日）流山おおたかの森S・C「森のまち広場 ステージ」で開催する

N-Stage in 流山おおたかの森　です。

お友達をさそって、みんなでN-Stageに出よう！

自信がなくても大丈夫! リズム感がなくても大丈夫! 

「やってみたい」を大切に!

18:00～19:00　JAZZ小学生
19:00～20:00　JAZZ中高生

5/9（月）　※5/8（日）18:00締切

17:20～18:20　JAZZ小学生
18:40～19:40　JAZZ中高生

5/11（水）　※5/10（火）18:00締切

17:20～18:10　ストリート幼児
18:30～19:30　ストリート小学生

5/19（木）　※5/18（水）18:00締切

13:30～14:20　ストリート幼児
14:40～15:40　ストリート小学生
16:00～17:00　ストリート小学生経験者
17:20～18:20　ストリート中高生
18:40～19:40　ストリート中高生経験者 

5/14（土）　※5/13（金）18:00締切

11:30～12:20　ストリート幼児
12:40～13:40　JAZZ小学生
14:00～15:00　ストリート小学生
15:20～16:20　JAZZ中高生
16:40～17:40　ストリート中高生

5/15（日）　※5/14（土）18:00締切

1レッスンごとにお申込みを受付しています。（要事前申込）
誰でも最初は初心者です！ まずは体験から！ご参加お待ちしております。【好評受付中】体験レッスン会

◎ 会 場 流山おおたかの森Ｓ･Ｃ本館　2階

◎ 参加費 1,000円（税込）／1レッスン

◎ 対 象 幼児クラス ： 4歳～未就学児

 小学生クラス ： 小学1～6年生
 中高生クラス ： 中学生・高校生

　　※ストリートダンス経験者クラスはダンス歴2年以上の方が対象です

※レッスン開始15分前に2階紀伊國屋書店前に集合
　　→その後、スタッフが会場まで誘導します

右記の「体験レッスン会お申込みフォーム」からお申込みください　＞＞
お申込後、事務局よりお送りする「体験会についての詳細連絡メール」をもって正式にお申込み完了となります。
※体験希望者が少ない場合・レッスンを開講しない場合、参加日程の変更等をお願いする場合がございます

・受講時は、飛沫防止のため、「マスクの着用を必須」とさせていただきます。
・保護者の方の見学も可能です。
　※会場の密防止のため、付き添いの方は、参加者1名につき1名とさせていただきます
　　　（乳児や幼児をお連れの方はお申込時にご相談ください）

参加時の
お願い

【お申込受付期間】 各体験レッスン会の前日18:00まで ↑体験レッスン会
お申込みフォーム

お申込後、3営業日（月～金）たっても　詳細連絡メールの返信がない場合は、
お手数ですが029-858-6380（D-Life）までお電話でお問い合わせください。

■年会費　2,000 円
　 （兄弟 2人目からは 1人につき 1,000 円）

■施設維持管理費　2,000 円
       （兄弟 2人目からは 1人につき 1,000 円）

［幼児クラス］ 4歳～未就学児　対象

［小学生クラス］ 小学1～6年生　対象

［高学年クラス］ 小学3～6年生　対象

［中高生クラス］ 中学1年生～高校3年生　対象

★・・・初心者受け入れクラス

強化・育成クラス［子ども・月謝制］
4歳から高校生対象。通年の月謝制クラス。
技術も表現力も磨き上げよう！！

■月謝　※兄弟 3人目以降はお月謝が半額
● 強化・育成クラス
 ☆幼児対象クラス（50分） 6,160 円
 ☆小学生対象クラス（70分） 7,700 円
 ☆中高生対象クラス（80分） 7,920 円

ダンスサークルクラス［大人・チケット制］
大人対象（中高生可）。通年開講のチケット制クラス。
年齢も目的も様々な大人のダンスライフを応援します。

■チケット制
●ダンスサークルクラス［大人対象］
◎1回券／ 2,200 円　◎5回券／ 10,450 円
◎10 回券／ 19,800 円
◎非会員／ 2,750 円（1回）

ダンスサークルクラス［子ども・月謝制］
小学生から高校生対象。通年の月謝制クラス。
初心者大歓迎！ 仲間と一緒にダンスを楽しもう！

■月謝　※兄弟 3人目以降はお月謝が半額
●ダンスサークルクラス
 ☆小学生・中高生対象クラス（60分）  6,600 円

※年会費・施設維持管理費は年度ごとに更新が必要です

第1弾入会受付スケジュールが決定！【強化・育成クラス】
【子どもダンスサークルクラス】

「体験レッスン会」「N-Stageに出演しよう！WS」に参加された方を対象に先行受付を行います。
※先行受付の期間内に定員に達したクラスは、抽選を行う予定です

1    6/12（日）～6/16（木）　先行受付 2    6/19（日）～ 　一般受付［先着］

先行・一般ともウェブフォームでの受付を予定しています。詳細は決まり次第、HP・SNS等でご案内いたします。
ダンスサークルクラス［大人・チケット制］の入会受付方法は決まり次第、ご案内いたします。（5月下旬以降予定）


