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初級レベル(はじめてエアロ:⑫)･

中級レベル(エンジョイエアロ:㊤)

中級以上レベル(オリジナルエアロ:㊨)

のエアロビックダンスや､インナー

マッスルを鍛えるピラティス(㊨)､

ラテン系音楽に合わせて踊るズ

ン八(㊨)などによって代謝を高

め､脂肪を燃焼します｡

寡//高校生以上

駁//当日来所申込(受付窓口)

の午前の都㊨10.00-10･45

夜の部㊨1 9 30-20:1 5

囲午後の邸㊤14.00～14:45

夜の部㊦19:30-20 i 5

囲午前の都⑫10:00-10:45

⑯午前の部㊤1〇･00-10:45

午後の都㊤1 4:00-I 445

(!園午前の部⑫1000-10:45

により受け付けます(先着腰)

レクリエーションスポーツ種目を実践しやす
い形にアレンジ｡気軽に挑戦できます｡

バウンドテニスをしよう

囲午前の都1十〇0-12:00

卓球をしよう

囲午後の都14:00-15:00

大トランポリンをしよう

園田午後の部15:00-1600

鰯　蒙//I,高校生以上(中学生以下の方については､

保護者同伴によりご参加いただけます)
敬/当日､トレーニングジムにて受け付けます

(先着腰)
※トランポリンは状況によりおことわりする場合があります

平成27年　　　平成28年

10/臆ト3/31

発墜覇'姫'接rL一塑'4*祝日は休止

ヘルシーヨガ(初級レベル)･エナ

ジーヨガ(中級菩)基本のポーズ

と呼吸法によって､筋肉､内臓､神

経をリラックスさせIbと身体の

健康づくりをします｡パワーヨガ

(上級者)基本のポーズを一連の

流れの中で行うのが特徴で､運動

量が多く持久力もつきます｡

ヘルシーヨガ(初級)

の午前の都10:00-10:50

f函午前の都ll:00-I 1:50

エナジーヨガ(中級)

の夜の部19:30-20:20

1重囲午前の都1 1:00-1 I:50

パワーヨガ(上級)

の午後の部1330-14:30

の午前の部　9:50-10:50
1日00-12:00

高校生以上

当日来所申込(受付窓口)により受け付けます(先着腰)

鵜輯職場塾雄艶･2妻妾

(基礎)ポールを使って正しい姿勢でのウオーキン
グ｡階段や上り坂､下り坂も使い消費力ロリーも大

幅アップ｡

(コンディショニング)ポールウオーキング後､ポー

ルを支えに安定した筋力トレーニングを行います｡

囲午後の部14.00-14:40

基礎　囲午前の都11 10-ll:50

㊨午前の都10:30-ll:10

コンティ　囲午前の都10:00-10:40

シi二ング(重囲午後の部1 3:00-I 3:40

高校生以上

当日,トレーニングジムにて受け付けます(先着腰)

水の中でのいろいろな移動運動を通して､腰
や膝に負担の少ない､安全で効果的な有酸素
運動や補強運動を行います｡

囲夜の部19:30-20:10

囲午前の訪日:00-I 1:40

固午後の邦14:00-14:40

象ク高校生以上(初心者､初級者)

経ク当日来所申込(受付窓口)により

受け付けます(先着腰)

睦言｡｢1--111-.iiH澗 

卜プログラム �����ヨ����� 
教室名 �>�vR�曜日.時間 �.�R�

囲あさラジ体操/ひるラジ体操 �$�.�*ｩ&ﾘ,�,H.�(8�5x4��ﾉ��8,�*�.ﾘ+�,I�9�x,ﾈｽ�?x/��ﾈ,��i':l3:00-l3:20図9:00-9:20 鼎Ykﾂ�しますo 僖h�3謄��ﾓ謄#��

囲すつき｡アロマ �?ｨﾚ��*�+ﾘ*ﾘ,�,(+ﾘﾙ�-ﾈ.ﾘ.芥ﾊ�-ﾈ.ﾘ.�,ﾈｽ�?x/�ｴ8鰄+�x*ﾙ�ﾂ�,�+ZH4�8ﾘ7ﾘ,ﾈﾏ�ｨ.�*�+8,�,�,B��8.��ﾈ.�8ｨ7H8ﾈ6(5h8X,X*ｲ�-ﾈ+v��圏8:88=認詔.2;oooo二.2毒8 鼎Ykﾂ�

囲けんこう青竹 �8ｨ5�7�4ｨ8ｸ,��)'ﾈ/�:X-ﾘ,�*ｨ.y�y�ﾈ/�:�*�+ZI�9&�.h*(暮:��,ﾈ謌ﾈ8/�;�-ﾈ+x�ｲ�囲13:30-13:50 鼎Ykﾂ�

囲筋トレ体操 �乂�,俘x.ﾘ+�,JI�9�x,ﾈｽ�6x8ﾈ/�ﾗ8*(-ﾈ+r�7ﾘ5h98,X,ﾈｽ�6x8ﾂ�*ｨｾｨ訷,雲ｸ,�*穐�-�+X-ﾈ+x�ｲ�圏.謂二.謂圏.8藍.謹 鼎Ykﾂ�

囲おなかすつき｡体操 冖9yﾘ,ﾈ,�*)Z�ｽるGxｽ延�:�,YZ�GyYH/�ｺﾘ嶌+x.�,h,h.�,唔�ﾂ�,ﾈ�"��ﾈｫ"�/���.�+8+唏����/�.h*ﾘ+X-ﾈ+x�ｲ�囲19:00-19:20回a13:30-13:50 鼎Ykﾂ�

囲筋トレPOーp �7ﾈ6(7h,鮎�,俘x.ﾘ+�,JI�9�xｽ�6x8ﾈｺﾘ峺�4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ��N�/�ﾘ"�-�-ﾈ+x�ｲ�図19:00-19:20 鼎Ykﾂ�

囲けんこう踏み台 亶(/�+X,�*�.�,h諄,�,H5�6X6(7i�H,ﾈ箞.為�.�/�ﾗ8**H岔Kﾉ�r�/�ｺﾘ*ﾘ+X,H*(*ｸ-ﾈ+z��囲13:00-13:20 �4�"�

囲骨盤姿勢リセ言 佶(ﾔ�.(5�484x6(6x,ﾈﾋ8,h,�.�(ﾙﾉMZ8,ﾉ�8-ﾘ/�����+R��8+X*(�����/�竧.盈�+X-ﾈ+r隰�%�,��ﾉ��,h5�6x8ﾈ6(6�7ﾈ�ｸ8ｸ/�諍w�+X-ﾈ+v��図11:00-ll:20/15:00-15:20 図1400-14:20囲15:00-15:20/19:00-19:20 図9:30-9:50/15:00-15:20i重囲9:30-9:50 �3�kﾂ�

囲ボール体操 �6�8�985�7ｸ�ｸ8ｸ/�諄**H8ｨ5�8�,俘x.ﾘ+�,Itﾈ襌�h暮:�/�ﾗ8*"�-ﾈ+v��,冉育�,�.�ﾏ�ｨ*ｨ*�.�-ﾈ+z��図13:30-13:50回図14:30-14:50 �3�kﾂ�

国流水ウオーキング 凛ﾉ�X7h�ｸ8ｸ,ﾉzﾉ�ﾉ.�(/�y駅�+ZI�Y(h暮:�/�ﾗ8*(-ﾈ+x�ｲ�認譜二十篭/盟豊漁4‥30 �#�kﾂ�

対　象/高校生以上　申　込/当日来所申込(トレーニングジム･プール監視室)により受け付けます(先着順)
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鍛玲i掌箋塾
ラリーを続けるための基礎的技術を習得して､健

康･体力づくりのための実技指導をします｡

第5期t図面毎週金曜日〈1 9:00-20:30)
10/16･10/30･ll/βill/13･l i/20･11/27･12/4･12/ll

第6期田園l毎週土曜日(1 9:00-20:30)
10/17i10/3日1/7･ll/14ill/2日1/28･12/5･12/12

第7期の毎週金曜日〈1 9:00-20:30)
i/29･2/5･2/12･2/19･2/26･3/4･3/1 i ･3/18

第8期を函)毎週土曜日〈1 9:00-20:30)
1 /30,2/6･2/i 3･2/20･2/27･3/5･3/1 2･3/i 9

高校生以上でこれからテニス概めようと思柳棚Ii消i微音

高校生以上で基醐な技術瑠得し､更な緬上械める中綿

6,500円(施設棚料含む) ･4,000円(開催期間定期保持者)

内層およびテニスラケットはご持参ください

義.ノー"一､､ �// ��＼ ��-.-鞄忍_ � ��ｲ� 

Hi 間 ����5�985�,ﾈｮ��)4�,�:�*ｸ/��;�+ZHｯ｢�劔∴ ∴ ∴ 鷲 

中に1日踊れるようにします｡ 

第 �(ｯｩh員Hｾ�vｩ?｢�定員 劔態 ∴ ∴ 十 I i I ∴ 

〈19:30-20:30) 

lO/2.10/9.10/16.10/23. 

10/30.ll/6.ll/13.ll/20. �3Ykﾂ�

ll/27.12/4i12/ll.12/18 

-.== 冖h4琩ﾘﾕｩ�h決�2曳ﾉy(･ﾚH�ｸ儁B�), 醍期保縛者) 灘ク8,500円(澱棚料含む).6,000円(開醐居 

初級ゝ中級

4泳法における基礎的技術を身につけ､有酸素

運動としての水泳を実践していくことができる

ように段階的に実践指導をします｡

第3期l密の毎週金曜日(18:50-19:40)

10/16･10/23･10/3〇･日/6･

11/13･11/2〇･日/27･12/4

第4期田園毎週金曜日(18:50-1 9:40)

l/15･l/22･l/29･2/5･2/12･

2/1 9･2/26･3/4

轍生以上で,泳ぎの酪網標とす翻膳･轍者(第3期)

および25mの泳力向上を目標とする中級者(第4期)

6 , 500醐鍛掘料含む) ･ 4仰胴憫催期間定期鰯者)

水着､水泳帽､ゴーグルはご持参ください

ハワイアンの音楽に合わせて踊る初級レベ
ルのフラダンスを指導します｡

第3期毎週土曜日〈19:00-20:00)

10/3i10/10i10/17i10/24･10/31 il l/7･

lV14ill/2lill/28i12/5･12/12･12/19

第4期毎週土曜日(1 9:00-20:00)

1/9･l/16･l/23･l/30･2/6･2/13･2/20･

2/27･3/5･3/i 2･3/i 9･3/26

L〆高校生以上(初心著､初級者)

) /,,,/8,50胴(m-調嘱給む) ･ 6,000円(離期間翻鯛謂)

ヽ● ーヽ 

料教室十三 ��一 ��

HI よ た ����,ﾈｮ馮ｹ4�,�:�*ｸ/��;�+ZH*�,(+��剪�

く踊れるように指導しますcダンスを始め 

いというお子さんにオススメです○ 

第 濃… 綿ｯｧI�ﾙlｩh員Hｾ�vｩ?｢�定員 

〈18:20-19:20) 

10/2.10/9.10/16. 

10/23.10/30.ll/6. �3Ykﾂ�

ll/13.ll/20.ll/27. 

12/4.12/11日2/18 

∴ ∴∴ ｢∴､, ▼専∈ 冖b��-�,H5�985�/�+X,H-ﾘ.h*H,h輊*B�惲�(hｧy�b引��8�"顏从鋳��XｶeECb����冷育ｹ�ﾙy駅�{��kr��

崖蕊揺国表種差教室睦_ 
ゆったりとした呼吸や優雅な動きのなかで､姿勢を 

よくしたり.足腰を強くする要素の運動を行います｡ 

第3期毎週土曜日〈15:00-16:00) 

∴∴∴∴∴:∴心' 
第4期毎週土曜日(l5:00-l6:00)25名富 

i/9.用6.i/23,i/30.2/6.2/13.2/20. � 

2/27.3/5.3/ー2.3/19.3/26 

恕ク高校生以上(雪組種畜､初級者) 

講義繊/+8,500円(醐胴糊).6,000醐繭間轍鰯載: 

週間スケジュ-ル衰諜藷寵築業認灘と了認-回の受付-持参下さい(-を-く欠席する--てください)

重.Hi臆臆臆臆8,,,= 

午 �+x,�*ｸ.�4�8ﾘ7ﾒ��*�+88�5y�ﾉ���すっきりアロマ �*�+88�5y�ﾉ���すっきりアロマ 9:30-9:50 俛ﾉMX����8ｨ5ｨ6(6r�謄3�耳璽謄S��

9:00-9:20 (エアロビクススタジオ) �9:00--9:20 (エアロビクススタジオ) 涛｣��ﾒﾓ謄#���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�9:00-9:20 -;フ" 

筋トレ体操 刹ﾘトレ体操 �7�8��ｸ8�4ｲ��8ｸ鋳�(エノ口ビクススタンオ) 
9:30--9:50 (エアロビクススタジオ) �9:30--9:50 (エアロビクススタジオ) 涛｣S�ﾒﾓ��｣S���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�骨盤姿勢リセット 9:30-9:50 (エアロビクススタジオ) 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�(エアロビクススタジオ) 

′ I �4�8ｨ5x6�8ｸ4x4�8ﾒ�(hｸ����������ﾓ��紊R��7x8ｸ5h�ｸ8�4ｲ引从著x�����ｳ��ﾓ��經��パワーヨガ(上級)㊨ ll-0012. 刄Gンジョイエアロ(中級) �,ﾘ+h-�,H4x4�8ﾒ引从鋳�(エアロビクススタジオ) �(エアロビクススタジオ) 辻��ｸ�ｲ��4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�はじめてエアロ(初級) ������ﾒﾓ��紊R��4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�10.00一一10,45 (エアロビクススタジオ) 

骨盤姿勢リセット ll:00-ll:20 (エアロビクススタジオ) 刄|ールウオーキング基礎 ll:10-ll:50 (2F運動フロア) �7ﾈ�ｸ8ｸ4X4��ｸ4ﾈ984���"���｣3�ﾒﾖﾆﾃ｣����$h暮:�7H8ﾘ4���10:00-10:45 (エアロビクススタジオ) バウンドテニスをしよう ll:00-12:00 
○ 劔刄wルシーヨガ(初級)㊨ �4x6�5x�ｸ8�4ｲ�(hｸ著x��

ポールウオーキングコンディショニング lO:00-10:40 刄Aクアウオーキング ll:00--ll-40 凛ﾉ�X4X4��ｸ4ﾈ984��ﾆﾂﾓ��ﾖﾆﾂ�3��免ﾂ���ﾖﾆﾂ經���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�ll.00-ll.50 (エアロビクススタジオ) 

(2F運動フロア) �(温水プール) 宙孳�X7h�ｸ8ｲ��(2F運動フロア) 

ひるラジ体操 13:00-13:20 (エアロビクススタジオ) 凾ｯんこう踏み台 13:00-13:20 仗�6x8ﾉ�ﾉ����3｣3�ﾓ�3｣S��けんこう青竹 �� 
13:30-13:50 (エアロビクススタジオ) �*�,�*�+x,�*ｸ.��ﾉ���すっきりアロマ 

パワーヨガ(上級)㊨ �(エアロビクススタジオ) 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�筋トレ体操 ��3｣3�ﾓ�3｣S��14:00-14:20 
13:30--14:30 (エアロビクススタジオ) 刄|ール体操 �788�6X4(5��14:00--14:20 (エアロビクススタジオ) 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�(エアロビクススタジオ) 

′ 凛ﾉ�X4X4��ｸ4ﾈ984���B���ﾓ�B�3����2�3�ﾓ�2經���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�14.00-14.45 (エアロビクススタジオ) �7ｸ�ｸ8ｹ�ﾉ����B#3�ﾒﾓ�BﾓS��ピラティス 14.00-14.45 ��X6x8�987ﾈ8ｨ92��R���ﾓ�b����c9?ｩv｢��(温水プール) 剄恃ﾕ姿勢リセット 14:00--14:20 (エアロビクススタジオ) 俛ﾉMX����8ｨ5ｨ6(6r��S｣��ﾓ�S｣#���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�(エアロビクススタジオ) 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳��c8ｯ｢��cHｯｩ�霈佶ﾘｻ8���R���ﾓ�b����( (2F運動フロア) ポールウオーキングコンディショニング 13.00-13,40 

○ ○I 俛ﾉMX����S｢��ﾒ�陋ｨ7B�勢リセット 0-15:20 劍4�4�4�4X4��ｸ4ﾈ984���C｣��ﾓ�C｣C��

(工ノ口ビクススタンオ) 凵�去7ウオーキング 啌ﾈ/�+X.h*B�(温水プール) 

ポールウオーキング基礎 14:00-14:40 刧！L 14:00--14:30 ��C｣��耳璽�S｣���骨盤姿勢リセット 15"〇〇一一15.20 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�(2F運動フロア) 

(2F運動フロア) �(温水プール) 茶$h暮:�7H8ﾘ4���(エアロビクススタジオ) 

筋トレPOP㊨ 19:00-19:20 凾ｨなかすっきり体操㊨ 俛ﾉMX����8ｨ5ｨ6(6xx���謄��ﾓ�謄#���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�キッズダンス教室 18:20--19:20 (エアロビクススタジオ) ��c8ｯ｢��cHｯｨ7H�ｳ遅5綾8��□-自由参加型教室 

CI I 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�984鋳�犯���謄��ﾒﾓ�謄#���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳��5�985綾8���謄3�ﾓ#�｣3���4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�フン 19:00-20:00 (エアロビクススタジオ) ���ﾙtﾉ{�8��x坪�?ｨ,ﾘｷ為R��fﾆﾂ��"��9{ﾉ?ｨ,ﾓ$h暮:�7H���
オリジナルエアロ(中級～)㊨ 19.30-20,15 劍5�986����偵3��

I ○, 宙4x4�8ﾘ7(4�5�5�5�5x4鋳�4�4�4�4X4��ｸ4ﾈ984����4x6�5x�ｸ8�4ｲ�(hｸ著x���謄3�ﾓ#�｣#��一一20.15 (エアロビクススタジオ) 流水ウオーキング㊨ ��cXｯ｢��cxｯｨ�ｸ�6X6ｨ5綾8���謄��ﾓ#�｣3���$h暮:�7H8ﾘ4���第6期.第8期中級テニス教室 19:00-20:30 

19:30-20.10 �(エアロビクススタジオ) 白��偵3�ﾒﾓ#�����第3期(初級).第4期(中級)水泳教室 茶$h暮:�7H8ﾘ4��� 

(温水プール) 剪�y�X7h�ｸ8ｲ��18:50.i-19:40 凾ﾈりますo 

※台数 俯ｨ,ﾘ�8ｻX,�.h.磯隴H*�.h-�>�vX*ｩ¥��,�,�.��ｨﾘx*ｨ*�.�-ﾈ+x,ﾈ,X+){傴8*ﾘ+�+8*(�ｲ�


