
体験当日の入会は、入会金500円が無料になります。

0767-52-5823必ず事前に
お申し込み下さい

七尾

津幡

アル・プラザ
鹿島

アル・プラザ
津幡

津幡町北中条1丁目1
アル・プラザ津幡店2F

七尾市生駒町2
北國新聞社七尾支社内

中能登町井田と部1-1
アル・プラザ鹿島店2F

津幡町加賀爪ヌ61
北國新聞社津幡総局内

穴水 穴水町大町ニ81
北國新聞社穴水支局内

羽咋 羽咋市本町コ77-1
北國新聞社羽咋総局内

七尾
教室(    )

春春の新設講座新設講座
受講生募集

金沢シティバレエ団

クラシックバレエ

日　時/【七 尾】土13：00～14：00
【アル・プラザ鹿島】水16：00～17：00
【アル・プラザ津幡】金16：00～17：00
受講料/15,552円(3カ月10回)

津幡

津幡津幡津幡 津幡

津幡

穴水

正しい書き順を覚えて、丁
寧に書く習慣をつけましょ
う。級位の取得もできます。

日　時/第1・3木  16：30～18：00の間60分
受講料/3,240円(月2回)　講師/鹿山 恵美

デコアート

体験では、デコチャーム付きリボン
バックを作ります。

体験日4/19(金)
体験料2,500円(材料費込)

かぎ針編み

体験では、基本の編み方で
シュシュを作ります。

若々しく、健康な体を目指しま
しょう。

健康太極拳
体験日4/8(月)
体験料500円

ヨ ガ

ヨガでストレスを解放し、健康を手
に入れましょう。

体験日4/1(月)
体験料500円

和 裁
体験日4/3(水)
体験料500円

中国語

基本の発音から現代の新しい中国の
魅力や歴史、文化も楽しく学べます。

日　時/第2・4木  18：50～19：50
受講料/3,888円(月2回)材料費実費
講　師/邱 英梅

体験日4/25(木)
体験料500円

大河流新舞踊

曲や歌詞の意味を理解することで、
楽しめる踊りを目指します。

体験日4/15(月)
体験料500円

ハーモニカ

手軽に始められる楽器
として人気です。

体験日4/12(金)
体験料500円

お仕事帰りのヨガ

疲れた身体をリフレッシュし、心も
身体も癒やされましょう。

日　時/第2・4月  20：00～21：00
受講料/3,240円(月2回)
講　師/大崎 めぐみ

体験日4/8(月)
体験料500円

パステルアート

指や綿棒を使う簡単な技
法で描きます。

体験日4/24(水)
体験料500円

ヨガで体質改善
体験日4/3(水)
体験料500円

パッチワークキルト

体験では、小さなタペストリーを
作ります。

体験日4/9(火)
体験料1,500円(材料費込)

体験ではポケットティッシュ
ケースを作ります。

七尾

七尾

七尾 七尾

七尾

こども鉛筆書道
体験日4/4(木)
体験料500円

羽咋

ヨガセラピー

今より健康で快適な日々のため
のヨガです。

体験日4/11(木)
体験料1,000円

ビーズジュエリー

体験では、ブレスレットを作
ります。

体験日4/9(火)
体験料2,660円(材料費込)

初心者の
ための

楽しい

アル・プラザ鹿島

アル・プラザ鹿島

アル・プラザ鹿島

アル・プラザ鹿島 アル・プラザ鹿島

体験日4/3(水)・5(金)・6(土)

身体が硬くても大丈夫。体質
の改善を目指しましょう。

はじめての

日　時/【鹿島】第2・4月  10：15～11：45
　　　  【七尾】第2・4月 13：30～15：00
受講料/3,456円(月2回)　講師/卜部 英克

日　時/【鹿島】第2・4月  10：15～11：45
　　　  【七尾】第2・4月 13：30～15：00
受講料/3,456円(月2回)　講師/卜部 英克

日　時/第4水  10：00～11：30
受講料/1,836円(月1回)教材費実費
講　師/長谷川 彰子

日　時/第4水  10：00～11：30
受講料/1,836円(月1回)教材費実費
講　師/長谷川 彰子

日　時/第3月  10：15～12：00
受講料/1,620円(月1回)材料費実費
講　師/岩城 みちよ

日　時/第3月  10：15～12：00
受講料/1,620円(月1回)材料費実費
講　師/岩城 みちよ

愛犬のしつけ教室
体験日4/8(月)・20(土)
体験料1,620円

体験日4/15(月)
体験料1,500円(材料費込)

アル・プラザ鹿島

日　時/第2月・第3土  10：00～11：30
受講料/1,620円(月1回)　講師/赤崎 美香
会　場/道の駅 織姫の里なかのと

日　時/第1・3水  13：00～15：00
受講料/3,672円(月2回)材料費別
講　師/井表 登喜美

日　時/第1・3水  13：00～15：00
受講料/3,672円(月2回)材料費別
講　師/井表 登喜美

ノルディックウォーク
体験日4/10(水)
体験料500円

ポールを使い、足・腰など
の負担を少なく歩くことが
できます。

日　時/第2・4水  10：00～12：00
受講料/3,240円(月2回)　講師/法録 信明

日　時/第2・4金  13：30～14：30
受講料/3,240円(月2回)教材費別
講　師/猿谷 朗子

日　時/第2・4金  13：30～14：30
受講料/3,240円(月2回)教材費別
講　師/猿谷 朗子

日　時/第1・3水  13：30～14：30
受講料/3,240円(月2回)
講　師/山口 舞子

日　時/第1・3水  13：30～14：30
受講料/3,240円(月2回)
講　師/山口 舞子

日　時/第3金  10：00～12：00
受講料/2,700円(月1回)材料費実費
講　師/角谷 美帆

日　時/第3金  10：00～12：00
受講料/2,700円(月1回)材料費実費
講　師/角谷 美帆

日　時/第2火  13：30～15：30
受講料/1,620円(月1回)材料費実費
講　師/徳田 外喜子

日　時/第2火  13：30～15：30
受講料/1,620円(月1回)材料費実費
講　師/徳田 外喜子

日　時/第2・4月  13：30～15：00
受講料/3,024円(月2回)
講　師/大河 寛久美

日　時/第2・4月  13：30～15：00
受講料/3,024円(月2回)
講　師/大河 寛久美

日　時/第2・4木  19：30～20：30
受講料/3,456円(月2回)
講　師/藤田 京子

日　時/第2・4木  19：30～20：30
受講料/3,456円(月2回)
講　師/藤田 京子

日　時/第1・3月  14：00～15：10
受講料/3,240円(月2回)
講　師/糸屋 真紀子

日　時/第1・3月  14：00～15：10
受講料/3,240円(月2回)
講　師/糸屋 真紀子

アル・プラザ津幡

フレンチ メゾン デコール
(カルトナージュ) 

体験では、アロマオーナメントを作ります。

体験日4/5(金)
体験料1,500円(材料費込)

日　時/【羽咋】第1金 10：00～12：00
　　　 【津幡】第1金 13：30～15：30
受講料/2,160円(月1回)材料費実費
講　師/おかだ ひろみ

羽咋

日　時/第2火  10：30～12：00
受講料/1,620円(月1回)材料費実費
講　師/角野 久美子

日　時/第2火  10：30～12：00
受講料/1,620円(月1回)材料費実費
講　師/角野 久美子

無駄吠えや噛み癖をなくす方法から、
楽しい遊び方などレクチャーします。

アル・プラザ鹿島七尾

幼児
クラス

穴水 フラメンコ超入門クラス
体験日4/10(水)
体験料500円

子どもから大人まで、楽しく基本から
教えます。

日　時/第2・3水  17：30～18：30
受講料/4,860円(月2回)
 講   師/平野 美希子

日　時/第2・3水  17：30～18：30
受講料/4,860円(月2回)
 講   師/平野 美希子

体験料
500円


