
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 井草 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。
初めての方も安心して参加できます。

▼52 (水)　２０：００ 35名
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)　１２：３５

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るクラスです。

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

▼56 (水)　１０：４５ 碇
日常生活に必要な筋力を向上させ、姿勢を改善します。
さらに姿勢改善により身体の調子も整えます。 101 (火)　１９：５０

57 (月)　１０：４５ 102 (金)　１４：３０

58 (木)　１０：４５ 103 (月)　１４：３０ 田野岡

59 (日)　　９：１５ 104 (火)　１８：４０ 高橋

60 (日)　１０：２５ 105 (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 (月)　１２：３０ 渋谷 ▼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。

62 (木)　１８：４５ 森田 107 (月)　１９：３０ 工藤
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。

63 (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。

64 (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)　１９：５０ ＭＡＩ

71 (火)　１９：００ 山中 20名
簡単な動きを繰り返し行い、骨盤の歪みをとります。
肩こりや腰痛を改善したい方におすすめです。 110 (土)　１４：００ ＲＡＤＡ

▼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。 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！

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） 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。

74 (月)　　９：３０ 小倉 40名 ▼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。

75 (火)　１３：１５ 児玉 25名 114 (日)　１７：００ ユウ
西アフリカの伝統打楽器ジャンべをスタジオで叩きます。
一緒に音を楽しみましょう！！

76 (火)　１１：１５ ｔｏｃｏ 115 (金)　１９：００ 安部 ○ 基本からＨＩＰＨＯＰを学びたい方向けのクラスです。
無理なくステップアップ出来ます。

▼77 (水)　　９：１５ 美宅

▼78 (水)　１９：５０ 400 (日)　９：３０ 大木 20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。

79 (木)　２０：００

80 (金)　　９：５０ ＡＹＡ Ａ (金)　１３：１５ 宮本

81 (金)　２０：００ Ｗａｋａ Ｂ (土)　１０：３０ 卯月

82 (土)　１４：１５ ｔｏｃｏ 　※コース回数は全１６回です。（▼は全１５回）

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 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 矢尾

▼87 (水)　１２：００ 井草

▼88 (水)　１８：５０ 坂本

89 (木)　１２：００ 美宅

90 (月)　２０：００ Ｊｉｎ
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。
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４０代からの健康塾（全１４回）★

ボリウッドダンス

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。

かんたんエアロ６０

シェイプ＆ストレッチ

長島

各
25名

早川

モーニングストレッチ

はじめて健康体操

肩こり・腰痛解消教室

宮本

健康リズム体操

各
27名

各
25名

アロマヨーガ

骨盤調整ピラティス

○

薬袋

各
25名

各
27名

ピラティス

骨盤ピラティス

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。

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。

ビギナーズラン（全8回）

各
50名

★ リフレッシュヨーガ

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。

ボクシングフィットネス

はじめてジャズダンス

各
20名

やさしい一楽庵太極拳

はじめてＨＯＵＳＥはじめて太極拳

×

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。

卯月

ベリーダンス
各

21名 ×

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス

はじめてヒップホップ

各
20名

ジャンべをたたいて踊ろう！！

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。

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。

姿勢改善でカラダ快調
高橋

ステップアップフラダンス
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。

★

○

インナービューティー
骨盤ケア

フラメンコ初級

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、
音楽に合わせてセンターレッスンも行います。

クラシックバレエ（初中級）

筋肉トレーニング（初級）

×

身体メンテナンス
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。

はじめてタップダンス

やさしい気功

各
40名
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エ
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要

クラシックバレエ（初級） 日野

○フラメンコ入門

フィットネスフラダンス

×

■成人■　平成２９年度「第１期（４月～７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）・全１６回（▼は全１５回）です。※教室担当者は、変更になる場合がございます。
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はじめてクラシックバレエ

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

４００ ８，０００円

５１・５２・５６ 各９，０００円

５３～５５・５７～６３ 各９，６００円

７２・７７・７８ 各１０，５００円

６４・７１・７３～７６・７９～８３・１１５ 各１１，２００円

８５・８７・８８ 各１２，０００円

８４・８６・８９・９０ 各１２，８００円

９７～９９・１０６・１１３ 各１５，０００円

９６・１００～１０５・１０７～１１２・１１４ 各１６，０００円


