
No 曜日・時間 担当 定員 靴 内容 No 曜日・時間 担当 定員 靴 内容

51 (水)　１３：１５ 竹内 40名
シンプルなエアロビクス動作や腹筋等の筋肉トレーニングを行います。
日常の健康維持はもちろん脂肪燃焼・持久力向上に効果的です。 96 (火)　１８：５０ 安大

バレエの基礎を丁寧に楽しく身につけます。十分なストレッチから始めるの
で体の硬い方や、全く初めての方も安心して参加できます。

52 (水)　２０：００ 35名 ステップを使った有酸素運動と筋肉トレーニングで脂肪燃焼と筋力UPを
目的としたクラスです。 97 (金)　１１：１０

53 (火)　　９：３０ 25名
簡単なリズム体操で身体を温めて、筋肉トレーニングとストレッチを
行います。 98 (土)　１２：３０

54 (火)　１３：１５ 35名 エアロビクスの要素を取り入れた軽いリズム体操、
日常生活に欠かせない筋肉トレーニングを行います。 99 (土)　１７：００ 安大 20名 ２年程度からの経験者対象。やや難しい動きも取り入れ、よりバレエらしく

なります。期の後半は振り付けも少しずつ覚え１曲踊れるようにします。

55 (木)　１５：４５
歩く動作を中心とした簡単な動きの組み合わせの有酸素運動と、
健康維持には欠かせない筋肉トレーニングを行います。 ▼100 (月)　１５：４５ 田野岡 20名

56 (水)　１０：４５ 101 (火)　１９：５０ 大脇 22名

57 (金)　　９：４５ 102 (金)　１４：３０ 高橋

▼58 (月)　１０：４５ ▼103 (月)　１４：３０ 田野岡

59 (木)　１０：４５ 104 (火)　１８：４０ 大脇

60 (日)　　９：１５ 105 (土)　１６：００ 村松
フラダンスの経験練習の中で、骨盤の動きを意識し、
美しい踊りとシェイプアップを目指します。

61 (日)　１０：２５ 106 (水)　１８：４０ 天野 入門～中級者向け。タップシューズの購入が必要です。

63 (木)　１８：４５ 森田
身体の歪みをセルフマッサージ・ストレッチトレーニングで
調整するクラスです。レッスン後の身体の変化を体感してください。 ▼107 (月)　１９：３０ 関

フラメンコの初心者対象のクラスです。基礎の姿勢、足の打ち方を
学びます。

64 (木)　１０：４５ 美宅
骨盤を中心に全身の歪みを解消し、姿勢を美しく整えるストレッチや
エクササイズを行うクラスです。 108 (木)　１９：００ 東 経験者からのクラスです。基礎の復習も行いながら１曲分を習得します。

65 (土)　１９：３０ 島田 45名 プロのボクシングジムのスタッフによる、シェイプアップや体力アップを
目的としたクラスです。 109 (金)　２０：１５ ＭＡＩ

66 (日)　１３：２０ 小林 35名 エキサイティングな音楽とインストラクションで、全身の筋力トレーニングを行い
ます。細かいフォームチェックやテクニックlなどもアドバイスしていきます。 110 (土)　１４：００ ＲＡＤＡ

71 (火)　１９：００ 山中 20名
マット、ボールを使ったエクササイズで骨盤の調整、インナーマッスルの強化を
行っていくクラスです。美しい姿勢を手に入れたい方にオススメのレッスンです。 ▼111 (月)　２０：４５ 永井風呼 ステージの多くはジャズダンス!!　ウォーキング・リズム・回転・魅力的に踊るコツ

等を基礎から練習して振付けへと繋げます。　楽しく！カッコ良く！魅力的に！

72 (水)　　９：４５ 北村 40名 のびやかでゆっくりとした太極拳の動きで、心と体をリフレッシュします。 112 (火)　２０：１５ Ｄｉｅｇｏ ○ ＨＯＵＳＥの音楽に合わせてリズムワークや基本ステップから少しずつ練習します。コース期間
後半は振付をし、最終回でスタジオ内にて参加者のみによる発表会も行います。

73 (火)　１０：４５ 阿部 35名 太極拳のゆっくりとした動きで運動機能を高めていきます。
心身のリラックスにもつながります。（２４式） 113 (水)　２０：１５ 黒部 × インドの古典舞踊、ジャズ、ヒップホップ等たくさんの要素や動きがミックスされたダンス。初め

ての方でも基本的な動きの練習から行うので安心して参加出来ます。担当者は、交代制です。

▼74 (月)　　９：３０ 小倉 40名 114 (木)　１９：００ ＡＫＩ 50名 ○ ラテン系の音楽に合わせて様々なステップ踏む有酸素系のダンスプログラムで
す

75 (火)　１３：１５ 児玉 25名

76 (火)　１１：１５ ｔｏｃｏ 400 (日)　９：３０ 小林 25名 ランニングの基礎を学びます。ランニングが初めての方でも
気軽に参加できるクラスです。

77 (水)　　９：１５ 美宅 407 (月)　１５：００

78 (水)　１９：５０ 薬袋 408 (月)　１９：００

79 (木)　２０：１５ サリー 409 (月)　１２：３０ 渋谷 30名 × セルフメンテナンスや道具を使って身体の調整を行っていきます。肩こり、
腰痛、ひざ痛の予防にオススメのレッスンです。7階ホールで行います

80 (金)　　９：５０ NATUKI 50名

81 (金)　２０：００ 小松 Ａ (金)　１３：１５ 宮本

82 (土)　１４：１５ ｔｏｃｏ Ｂ (土)　１０：３０ 卯月

83 (土)　１８：３０ 薬袋
※４０代からの健康塾は１４回です。

84 (木)　２０：００ 井口
季節に合わせたアロマを使います。ヨーガのポーズを行い、
全身の血流の滞りを改善しながら、芳香浴も楽しめます。

85 (水)　１４：３０ 瑛莉花ゆう
骨盤を意識したエクササイズで体幹部を強化します。身体を内側から引き
締め、芯のあるボディーラインを作ります。

▼86 (月)　１１：１５ ｃｈｅｌｃｙ

87 (水)　１２：００ 井草

88 (水)　１８：４５ 坂本

89 (木)　１２：００ 美宅

▼90 (月)　２０：００ 石川
特に骨盤を意識したピラティスです。体幹部の強化、引き締め、
姿勢改善に効果があります。

■成人■　平成３０年度「第３期（１２月～３月）コース型教室」一覧表 
 ★印のコースはお一人様1通しかお申込み出来ません。各コース60分（No.96～99は75分・No.407・408は150分）・全１５回（▼は全１３回）です。※教室担当者は、変更になる場合がございます。

コース名 コース名

かんたんエアロ６０ はじめてクラシックバレエ

各
40名

バ
レ
エ
シ

ュ
ー

ズ
　
要

卯月

各
25名

はじめて健康体操

はじめてフラダンスロコモティブシンドロームを予防するためのエクササイズを行います。
生活習慣病予防や改善を目的としたクラスです。
※ロコモティブシンドロームとは筋肉、骨、関節などの運動器に障害が起こ
ること。

○

宮本

モーニングストレッチ

健康リズム体操

バ
レ
エ

転ばぬ先の健康体操

バレエが初めての方でもOKです。身体のインナーを鍛えるストレッチから
行い、身体の芯を整えるバーレッスンと音楽に合わせて
センターレッスンも行います。

未経験の方も大歓迎です！！
ハワイアンミュージックに合わせて簡単なステップ、
ハンドモーションの基礎を中心に行います。

クラシックバレエ（初中級）

×

各
20名

中東の古典舞踊であるベリーダンスの基本を習得する為のクラスです。
初めての方や健康を目的にダンスを学びたい方も気軽に参加できます。

× 肩こり・腰痛の原因や改善方法を説明しながらエクササイズを行います。 ステップアップフラダンス

フィットネスフラダンス

×

フラダンスの経験がある方を対象としています。
基礎を中心に難しいステップ・ハンドモーション・
ハワイ語等を勉強しながらレッスン曲を覚えます。

ダ
ン
ス

×

はじめてタップダンス

ボリウッドダンス

★

○

肩こり・腰痛解消教室 早川

日野

ベリーダンス○

クラシックバレエ（初級）
シェイプ＆ストレッチ

碇

生活習慣病の改善に取り組む４０歳以上の方対象です。
４ヶ月間１４回の中でいろいろなコツをお伝えします。
エアロビクスやダンベル体操など、いろいろな運動をご体験下さい。

はじめて太極拳

○フラメンコ入門

インナービューティー
骨盤ケア

フラメンコ初級

ビギナーズラン（全１０回）

グループパワー

ダンベル・チューブ・マット等を利用した運動で、筋力アップ・
シェイプアップ・体力向上を目指します。

身体メンテナンス

骨盤調整＆
バレエストレッチ

ピラティス
骨盤・背骨の位置・姿勢を整えながら体幹部を強化します。
筋肉を意識し、身体の内側から引き締めるクラスです。

ボクシングフィットネス

各
25名

アロマヨーガ

★ リフレッシュヨーガ

×

★ 長島筋肉トレーニング（初級）

各
21名

★ ４０代からの健康塾（全１４回）
各

25名

初めてヨーガをする方や体が硬い方も安心して参加できるクラスです。
呼吸と共にヨーガのポーズをゆっくりとることで、緊張をほぐし、
心身共にリフレッシュします。

日吉
各

27名

○

リ
フ
レ
ッ
シ

ュ

美姿勢ストレッチ はじめてジャズダンス

やさしい一楽庵太極拳 はじめてＨＯＵＳＥ

緩やかな動作でリラックス効果の高い簡単気功「香功」、
６０種類以上の病気に有効な医療気功「内養功」を行います。

各
27名

骨盤調整ピラティス

○

各
20名

ＺＵＭＢＡ

賭けない・飲まない・吸わないをモットーにした、安全でどなたでも楽しめる
麻雀です。脳トレを目的とし、手・指先の運動を行うことにより、脳の活性化
を促します。

各
12名

健康麻雀（全１３回）

体
操
ト
レ
ー

ニ
ン
グ

やさしい気功

身体メンテナンス
～誰でもできるエクササイズ～（１３回）

Ｎ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

ＮＥＷ

時間変更

コースＮｏ． 受講料
４０代からの健康塾（Ａ・Ｂ） 各３，２００円

５８ ７，８００円

５１～５７、５９～６１、６３、６４ 各９，０００円

７４ ９，１００円

４００ １０，０００円

８６、９０、４０９ 各１０，４００円

６５、７１～７３、７５～８３　　　・ 各１０，５００円

６６・８４・８５・８７～８９ 各１２，０００円

１００・１０３・１０７・１１１ 各１３，０００円

９６～９９、１０１、１０２、１０４～１０６、１０８～１１０、１１２～１１４ 各１５，０００円

４０７・４０８ 各１９，５００円

ＮＥＷ



No 曜日・時間 担当 定員 靴 内容 No 曜日・時間 担当 定員 靴 内容

▼121 (月)　１３：４５ kimi ▼156 (月)　１４：３０ 武井
+スタッフ

22名

122 (火)　１０：００ 渡邊 157 (火)　１４：３０

123 (木)　　９：３０ 美宅 158 (木)　１４：３０

124 (金)　１１：５０ 上田
赤ちゃんの機能解剖学に基づく健やかな発達を促すマッサージやストレッチをメイン
に、子育て中のママに必要な体力作り、乳房ケア、リンパストレッチを行います。 159 (金)　１４：３０ 武井・畑山

125 (木)　１５：４０ 杉本 ▼160 (月)　１５：４５ 武井
+スタッフ 25名

126 (金)　１３：００ 上田 161 (火)　１５：４５ 畑山
+スタッフ

18名

▼127 (月)　１２：００ 菊地 162 (金)　１５：５０ 武井・畑山

128 (火)　１３：１０ 上田 ▼163 (月)　１７：００ 武井
+スタッフ

129 (水)　１３：１０ 椿 164 (木)　１７：００

130 (木)　１４：３０ 杉本 165 (火)　１７：００

131 (水)　１２：００ 高柳 × 骨盤調整など産後の体の回復に集中して取り組み、血流を促す有酸素運動なども行
います。赤ちゃんにはマッサージでスキンシップを行います。 166 (金)　１７：００ 武井・畑山 25名

132 （火）　１２：００ 上田 167 (水)　１５：４０ 上田・小池
広瀬 45名 ○ 音楽に合わせて想像力をぐんぐん膨らませながらダンスやリズム体操を楽しみます。

跳び箱・鉄棒・マット運動にもチャレンジします。

133 (水)　１４：２０ 椿 168 (木)　１６：００

134 (木)　１３：１５ 杉本 169 (木)　１７：１５

135 (水)　１２：００ 菊地
わんぱくサッカー
(３歳～４歳１１ヶ月) 405 (月)　１４：３０ 25名

136 (木)　１２：００ 早川
わんぱくサッカー
(４歳～６歳１１ヶ月) 406 (月)　１５：４５ 30名

137 (金)　　９：３０ 上田 170 (木)　１７：００ 久木 子どもの時期にしなやかな柔軟性を手に入れながらポップでキュートなダンスを踊ります。

138 (火)　１１：４５ 鈴木 ▼171 (月)　１６：５５ ボールやフラフープを使いながら楽しくウォーミングアップをした後、
かわいいダンスや格好良いダンスにチャレンジします！

139 (水)　１０：３０ 高柳 ▼172 (月)　１８：１０ ダンス（ＨＩＰＨＯＰ）の基礎を身につけて、格好良くダンス！
ダンスが初めての方もより上手くなりたい方も大歓迎です！

140 (木)　１２：００ 上田 30組 パパママは体操で体力アップ。子供はマット運動、跳び箱、平均台、鉄棒にチャレン
ジ！集団行動の中でお子さんの社会性も育みます。 173 (金)　１７：４５ 西脇

ダンス（ＨＩＰＨＯＰ）の基礎から、少しレベルを上げた体の使い方も練習します。
一緒に楽しく踊りましょう！

141 (日)　　９：４５ 黄木
堀口 174 (水)　１６：５５ 上田

小学生に必要な基礎体力運動の能力を高めるプログラムです。
ダンスやコーディネーショントレーニングもおこないます。

142 (土)　１１：２０ 富樫
キッズチア
（３歳６ヶ月～５歳１１ヶ月） ▼175 (月)　１５：５５

143 (土)　１０：００ 富樫
キッズチア
（５歳～小２） ▼176 (月)　１７：１０

144 (土)　１１：４５ 上田
キッズチア
（４歳～６歳１１ヶ月） 177 (水)　１５：３０

145 (土)　　９：１５ 堀口
キッズチア
（小１～小４） 178 (水)　１６：４５ チアダンスの基礎とチアスピリットを学び、アームモーションを使った

ダンスを中心に楽しく踊ります。

146 (土)　１３：００ 上田 179 (火)　１６：３０ 上田 音楽に合わせてみんなで踊るクラスです。楽しく踊って気分はアイドル！？

▼147 (月)　１３：１５ 菊地 180 (金)　１２：３５ 20名

148 (金)　１０：４０ 上田 181 (金)　１４：４０ 25名

149 (日)　１１：００ パパ・ママどちらかと参加するクラス。リトミックの要素を取り入れ、歩く・走るなどの運動神経
を刺激する動作を遊びながら体験します。パパ・ママは、体力の維持向上を行います。

スイートピー
（５歳６ヶ月～小１） 182 (金)　１５：５０ バレエの基礎を学びながら、集中力や協調性を身につけます。

バーレッスンも行います。

150 (日)　１２：１０ パパ・ママどちらかと参加するクラス。走る・飛ぶ・前転・ブリッジなど運動神経を刺激する
動作をパパ・ママと遊びながら体験します。パパ・ママは体力の維持向上を行います。

スイートピー
（小２～中３） 183 (金)　１７：００ バレエの基礎を身に付け、音楽に合わせて楽しく身体を動かします。

▼151 (月)　１０：００ 中田
手遊び歌や子どもが好きな歌でスキンシップを取り、親子でダンス！
ママも踊って汗を流しましょう！

プチローズ
（３歳６ヶ月～６歳１１ヶ月） 184 (火)　１５：４５ 楽しい音楽で踊りながら、しなやかな柔軟性やリズム感を養います。

バレエを通して集中力や協調性も身に付きます。

152 (土)　１２：３５ 田口 23組 未経験の方でも安心してご参加いただけるクラスです。基礎レッスンを行いながら、
楽しく踊ります。

ローズ
（小３～中３） 185 (火)　１７：００ バーレッスンでバレエの基礎をしっかり身に付け、センターレッスンでは回転やジャン

プなど、やや複雑な動きにも挑戦！学年に応じて楽しくレベルアップを目指します。

■４０１ (水)　　９：３０ 30組
プチローズ
（５歳～小１） 186 (水)　１５：４５ 20名

バレエの基礎を楽しく身に付けながら、柔軟性・体幹バランス・リズム感や
表現力を養います。様々な運動にも役立つ身体作りができます。

402 (金)　　９：３０ 50組
ローズ
（小１～小３） 187 (水)　１６：５５ 25名

バーレッスンで基礎をしっかり身に付け、センターレッスンではバレエの様々な動きを
丁寧に習得します。楽しく踊りながら、学年ごとにステップアップしていきます。

■４０３ (水)　１０：４０ 30組
プチローズ
（５歳６ヶ月～小１） 188 (土)　１５：３０ 20名

バレエの基礎を楽しく身に付けながら、柔軟性・体幹バランス・リズム感や
表現力を養います。様々な運動にも役立つ身体作りができます。

404 (金)　１０：４０ 50組

親子体操・ママ美ボディ
（８カ月～１歳１１ヶ月）

走る・飛ぶ・前転・ブリッジなど、運動神経を開発する動作を、
ママと一緒に遊びの中で体験し集団行動の中でお子さんの社会性も育みます。
ママは心身の体調を整え美ボディを目指します。

小林
+スタッフ

益子

歩行未満～歩行開始時期の子どもたちへの運動の促しや、ママとの触れ合いを
通じて言葉への興味も促します。
ママは育児に必要な体力づくりの為のエクササイズや有酸素運動を行います。

各
20名

キッズダンス
（小１～小６）

黄木
堀口 子

ど
も
バ
レ
エ

日野

安大

英語の音楽や言葉を使いながらママと楽しくカラダを動かします♪
遊びの中に英語を積極的に取り入れることにより、自然と英語が身に付きます。
担当者は交代制です。

○

× １歳前後のお友だちの知育・体育・社会性を育み、子育て中のママの筋膜リリース・
リンパストレッチ・体幹トレーニングをおこないます。  

チアダンスの基本的な動きを学びます。
ポンポンを使い、リズムに合わせて楽しく踊ります。

○

親子・元気ファミリー
（４歳～６歳１１ヶ月）

英語でリトミック(２歳～３歳１１ヶ月）

親子・元気ファミリー
（１歳～３歳１１ヶ月）

楽しい音楽で踊りながら、しなやかな柔軟性やリズム感を養います。
バレエを通して集中力や協調性も身に付きます。

各
25名

宇高

×

★

キッズダンス
（４歳～８歳１１ヶ月）

親
○
子
×

リズムに合わせ、歩く・走る・転がるなど運動神経を刺激するような動作を
遊びながら体験します。パパは体力の維持向上を行います。
パパとたくさん触れあえる楽しいクラスです。

新條

キッズアイドルダンス
（４歳～６歳１１ヶ月）

各
20名

キッズダンス
（小２～中３）

バ
レ
エ
シ

ュ
ー

ズ
　
要

チューリップ
（３歳６ヶ月～６歳１１ヶ月）

親子で楽しく！フラダンス
（３歳～１２歳１１ヶ月）

元治★

走る・飛ぶ・前転・ブリッジなど運動神経を刺激する動作をパパと遊びながら体験しま
す。
パパは体力の維持向上を行います。パパとたくさん触れあえる楽しいクラスです。

○

子
ど
も
ダ
ン
ス

○

★
わんぱく親子・
ママビューティー
（２歳～５歳１１ヶ月）

親
○

子
×

キッズダンス～ポップ＆キュート～
(４歳～８歳１１ヶ月)

20組

わんぱく親子・体操名人
（２歳～５歳１１ヶ月）

ジュニアビート運動塾
（小１～小６）

各
21組

よちよち親子・元気パパ
（１歳～３歳１１ヶ月）

わんぱく親子・元気パパ
（３歳～７歳１１ヶ月）

ママダンスwithベビー
(１歳～３歳１１ヶ月) ★

キッズ空手（新極真会）
（４歳～小６）

★

★

キッズビート体操
（３歳５ヶ月～６歳１１ヶ月）

★

親
○

子
×

×

子
ど
も
体
操

産後の骨盤や骨格の歪みの調整、心身のバランスを整えるヨガと呼吸法、
親子のコミュニケーションやスキンシップのためのポーズ、
子供の健やかな発育に役立つベビーマッサージを行います。

赤ちゃんの機能解剖学に基づく健やかな発達を促すマッサージやストレッチとママの
産後ケアに嬉しいリンパストレッチで心身を緩めてから体幹トレーニングで骨盤調整を
はじめとする
産後ケア・体力向上・美容効果をねらいます。

× 空手の基礎を学びながら、「強く・明るく・楽しく」 稽古を通して礼儀の基本や
思いやりの心が自然に身に付きます。

各
28名

畑山
+スタッフ 各

16名

畑山
+スタッフ

各
16名

入来

★親子・子ども★　平成３０年度「第３期（１２月～３月）コース型教室」一覧表 
 ★印のコースはお一人様1通しかお申込み出来ません。各コース60分・全1５回（▼は全1３回、■は１２回）です。※教室担当者は、変更になる場合がございます。

コース名 コース名

★

ボール・ロープ・フラフープなど手具を使った運動を行います。
マット運動では、前転・後転・倒立前転・倒立ブリッチなどを行い、
体の使い方を学びます。
とび箱、鉄棒では基礎的な動作を学びます。
とび箱は開脚とび、鉄棒では逆上がりを練習します。

ウサギ
（５歳～６歳１１ヶ月）

ヒヨコ
（３歳～４歳１１ヶ月）

各
20組

各
21組

１歳前後のお友達の知育・体育・社会性を育み、ママは産後１年ごろの体に有効な
エクササイズや有酸素運動でダンスも楽しみます。
リトミックとフィットネスを融合させたクラスです。

サッカーの基礎を学びます。ボールに慣れる事から、走る・蹴る等の
動作を通じて基礎体力向上を目指します。
ドリブル・パス・シュート・簡易的なゲームまでを主に行います。

各
25名

ボール・ロープ・フラフープなど手具を使った運動を行います。
マット運動では、技の展開、連続技等を練習します。
跳び箱・鉄棒では、基礎的な動作から様々な技の展開までを行い、
ひとりで技が出来ることを目標とします。運動能力・体力向上を目指すクラスです。

×

ボール・ロープ・フラフープなど手具を使い、遊びながら運動能力の向上を図ります。
跳び箱・鉄棒では基礎的な動作を行うクラスです。
マット運動では、前転・後転・倒立前転などを行います。

タイガー
（小１～小３）

パンダ（小１～小６）

★
よちよち親子・

ママビューティー
（１歳～２歳６ヶ月）

★

親
子
　

（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組

）

赤ちゃんの機能解剖学に基づく健やかな発達を促すマッサージやストレッチ、
ママに抱っこされてのバランス運動、ママは産後の身体の回復や乳房ケアにも
有効なエクササイズ・血流を促す有酸素運動を行います。

英語でリトミック(６ヶ月～１歳１１ヶ月）

パパ・ママどちらかと参加できるクラス。親子で取り組める体操系の動作を、
コミュニケーションをとりながらダイナミックにチャレンジ！家族で体力作りをしましょう！

すくすく親子のベビーマッサージ
（１ヶ月半～１２ヶ月）

★
ベビーマッサージ＆
ママケアストレッチ
（１ヶ月半～１２ヶ月）

★
わんぱく親子・元気家族
（２歳～５歳１１ヶ月）

★
赤ちゃん親子・
ママビューティー
（１ヶ月半～１１ヶ月）

各
20組

親子ヨガ
（２ヶ月～1歳５ヶ月）

各
21組

ママとベビーの
フィットリトミック

（８ヶ月～１歳６ヶ月）

赤ちゃん親子・産後ビューティー
（１ヶ月半～７ヶ月） 各

30組

コースＮｏ． 受講料

１５６・１６０・１６３・１７１・１７２・１７５・１７６ 各６，５００円

１５７～１５９・１６１・１６２・１６４～１７０・１７３・１７４・１７７～１８８ 各７，５００円

１２１・１２７・１４７・１５１ 各７，８００円

１２２～１２６・１２８～１４６・１４８～１５０・１５２ 各９，０００円

コースＮｏ． 受講料

４０１・４０３ 各１２，０００円

４０５・４０６ 各１３，０００円

４０２・４０４ 各１５，０００円

Ｎ

時間変更

ＮＥＷ

ＮＥＷ



曜日 開始時間 コース名 No 担当 定員 曜日 開始時間 No 担当 定員
10:00 初級 ２０１ 14:00 ３０１
11:00 初中級 ２０２ 16:00 ※３０２
19:00 初級 ２０３ 18:00 ３０３
20:00 初心者 ２０４ 19:00 ３０４
21:00 初級 ２０５ 20:00 ３０５
10:00 初心者 ２０６ 21:00 ３０６
11:00 初級 ２０７ 9:30 ３０７
12:00 初中級 ２０８ 10:30 ３０８
13:00 初級 ２０９ 11:30 ３０９
14:00 初中級 ２１０ 13:00 ３１０
15:00 中級 ２１１ 14:00 ３１１
18:00 初中級 ２１２ 16:00 ３１２
19:00 中級 ２１３ 18:00 ３１３
20:00 初中級 ２１４ 19:00 ３１４
21:00 中級 ２１５ 20:00 ３１５
18:00 初級 ２１６ 21:00 ３１６
19:00 初心者 ２１７ 9:30 ３１７
20:00 初中級 ２１８ 10:30 ３１８
21:00 初級 ２１９ 13:00 ３１９
11:00 初級 ２２０ 14:00 ３２０
12:00 初中級 ２２１ 16:00 ３２１
14:00 初級 ２２２ 18:00 ３２２
15:00 ２２３ 19:00 ３２３
18:00 ２２４ 20:00 ３２４
19:00 初級 ２２５ 21:00 ３２５
20:00 上級 ２２６ 9:30 ※３２６
21:00 初中級 ２２７ 10:30 ３２７
18:00 初級 ２２８ 11:30 ３２８
19:00 初級 ２２９ 14:00 ３２９
20:00 初級 ２３０ 16:00 ３３０
21:00 初心者 ２３１ 18:00 ３３１
10:00 初級 ２３２ 19:00 ３３２
11:00 初心者 ２３３ 20:00 ３３３
12:00 中級 ２３４ 21:00 ３３４
13:00 初中級 ２３５ 9:30 ３３５
15:00 初級 ２３６ 10:30 ３３６
16:00 初心者 ２３７ 11:30 ※３３７
17:00 初中級 ２３８ 14:00 ３３８
10:00 初級 ２３９ 15:00 ３３９
11:00 初中級 ２４０ 16:00 ３４０
12:00 初心者 ２４１ 18:00 ３４１
13:00 初中級 ２４２ 19:00 ３４２
15:00 初級 ２４３ 20:00 ３４３
16:00 初中級 ２４４ 21:00 ３４４
17:00 初級 ２４５ 9:30 ３４５

10:30 ３４６
11:30 ３４７
12:30 ３４８
14:30 ３４９
15:30 ３５０
16:30 ３５１
18:00 ３５２
19:00 ３５３
20:00 ３５４
9:10 ３５５
10:10 ３５６
11:10 ３５７
12:40 ３５８
13:40 ３５９

佐藤

鈴木

未定

木

小林

初中級

火
小林

高嶋

高森

平成３０年度「第３期（１２月～３月）コース型教室」
スカッシュ ・ ゴルフコース　全１５回（※月曜１３回）

月
古家

ゴ
ル
フ
★

木

柴田

金

日 鳥羽

2018/9/24

土

日

藤田

水

田中

各
１０
名

野地

★ゴルフ・スカッシュのクラスは一次募集では
それぞれお一人様１枠のみのご応募となります。

野地

水 未定

広瀬

火

石原

高森

広瀬

月

教室担当者は変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

ス
カ
ッ
シ

ュ
★

未定

土
柄澤
金澤

野地

各
６
名

金

コースＮｏ． 受講料

３０１～３０６ 各１３，０００円

３０７～３５９ 各１５，０００円

２０１～２０５ 各１５，６００円

２０６～２４５ 各１８，０００円

スカッシュコース名 対象者 内容

初心者 初めてスカッシュをする方。
基本的なルール、グリップの握り方、スイング
の仕方、ボールの打ち方から、各ショット種類
等を練習します。

初級
初心者からの継続者。
ストレート・ボースト・クロスがある程度打てる方。
又は、同内容のご経験のある方。

簡単なパターン練習やラリー練習、基本的なス
カッシュの動きを行います。

初中級
初級からの継続者。
または基本ショットをコントロール出来る経験者。

ショットを組み合わせたパターン練習、ショット
のコントロールと簡単な戦術習得をします。

中級
初中級クラスからの継続者。
大会出場（フレンドシップ）の経験者。

パターン練習とゲーム戦術の練習、スピード
アップ、バックオール（後ろの壁）を使った練習
をします。

上級
中級クラスからの継続者。
フレンドシップ及びオープン大会出場レベルの
経験者。

パターン練習とゲーム戦術の練習、コントロー
ルにスピードを加え、より実践的な戦術を覚え
ます。

ゴルフコース№ 対象者 内容

Ｎｏ．３０１
～

Ｎｏ．３５９
（※を除いた）

初心者から上級者までレベル関係なし。
スイング等のフォーム練習を中心に、個々のレ
ベルに合わせてレッスンを行います。
初心者の方でも安心して参加できます。

Ｎｏ．※３０２
Ｎｏ．※３２６
Ｎｏ．※３３７

ゴルフに慣れてきた中上級向け
苦手なショットを中心に個々に合わせたレッスン
を行います。
コースに出た際の悩みも解決します！


