
クラブハウス TEL:0564-46-3267
クラブハウスにて直接またはインターネットでお申込ください。
※定員を超える場合は抽選となります

お申込方法

土6. 18 20時

木6.2 9時 ～申 込 期 間
※申込多数の場合は
　抽選となります。
空きのある教室は
6/19（日）以降も
受付しております。

Indoor Sports
お申込二次元コード

2022

定期
教室

Indoor Sports
クラブハウス

クラブハウス

× × ×
第 1期
4～ 6月

第 2期
7～ 9月

第 3期
10～ 12月

第 4期
1～ 3月

「踊ることが大好き！楽しい♪」

と感じてもらえるよう若さを武器に

頑張ります！笑顔で元気いっぱい

楽しく一緒に踊りましょう！

専門︓ヒップホップ
鈴木 聖花 Seika

キッズダンスアシスタント 4 年

指導歴

親子で元気いっぱい運動遊びを楽しみ

ましょう！多様な動きをいっぱい身に

つけ、運動大好きっ子にしましょう！

専門︓陸上競技 / 幼児運動あそび
谷嵜 好美 Yoshimi

親子運動教室 / 陸上競技教室

ACP 活動 / 指導者への講習

指導歴

たのしい！！

レッスンを大切にしております。

レッスン後は汗をかいて

気分爽快になれますよー♪

専門︓エアロビクス
松永 英治 Eiji

エアロビクス 25 年

指導歴

健康運動指導実践指導員

資　 格

自信の妊娠出産を経て女性だからこその

不調を経験しました。

女性が抱える悩み、不調にアプローチ

していきます。

専門︓ピラティス
村松 沙緒里 Saori

フィットネス 10 年 / エアロビクス

アクアビクス / ピラティス

ジャイロキネシス等のグループ中心に指導

ジャイロトニックでパーソナル指導

指導歴

それぞれの目的に合わせて一緒に

楽しみましょう。

「身体を動かすって楽しい！」喜びが

自信に繋がるお手伝いをさせてください。

専門︓ヨガ
鈴木 由香里 Yukari

スポーツクラブ / ヨガサークル

町内学校 市の施設などで

ヨガ ・ エアロビクス ・ キッズ体操の指導

指導歴

慌ただしい日常から抜け出し自身を

見つめる時間を味わいませんか？

筋肉を解きほぐし心身ともに元気な

身体を作りましょう

専門︓ヨガ
中塚 礼子 Reiko

スポーツクラブ

指導歴

新体操　■全日本 7 位　■国体 3 位　■社会人大会優勝

競技実績

身体が固いから出来るかな？

運動が苦手・・・と思っている方でも

大丈夫です！自分のペースで無理なく

行なうのでどなたでも楽しんで頂けます。

レッスンが終わる頃には心身ともに

スッキリした気分になります。

専門︓ヨガ
牧原 悠々 Yui

岡崎市の定期講座

指導歴

運動が苦手、体が固い、ストレスを発散

したいシェイプアップしたい、どんな方

も安心して楽しめる教室です。初めての

方も大歓迎！一緒に汗をかいてシェイプ

アップ体力アップをしましょう♪

専門︓ヨガ
黒木 りえ Rie

スポーツクラブを中心に 16 年

エアロビクス / ヨガ / 機能改善体操

ミットアクア等 / キッズ指導の経験あり

指導歴

コーチの紹介

フラは有酸素運動です。

ゆったりしたハワイの音楽に癒されながら、

基本となるステップとハンドモーション

から学び、美しい姿勢と【くびれ】のある

ボディを目指しましょう☆

初めてさん大歓迎です！

専門︓フラダンス
安藤 陽子 Yoko

フラ歴　15 年

指導歴
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リズム体操やコーディネーショントレーニ
ングを中心に親子で楽しく身体を動かす
教室です。

親子運動あそび
コーチ　谷嵜　好美

親子で楽しく身体を動かす教室です

未就園児と

保護者
10組 9,000 円数 料

10︓00～ 11︓00時

（H31年 4月 2日～ R2年 4月 1日
　　　　　　　　　生まれの未就園児）

遊びを取り入れた中で基礎からゆっくり
練習していきます。
（秋には発表の場を企画しています）

わくわくキッズダンス（Hip-hop)
コーチ　鈴木　聖花

リズムにのって笑顔で楽しく
踊りましょう♪

16︓15～ 17︓15時

年中
        ～小2
対 数 15名 7,000 円料

ダンスが大好きになること間違いなし☆
未経験の子も大歓迎！
一緒に楽しく踊りましょう♪
（秋には発表の場を企画しています）

わくわくキッズダンス（Hip-hop)
コーチ　鈴木　聖花

基本のステップからしっかり練習して
いきます

17︓30～ 18︓30時

小 3
        ～小6
対 数 15名 7,000 円料

リラックスしながら呼吸に集中しポーズ
を行い１日の疲れを取り除き心身とも
にリフレッシュします。

リラックスヨガ
コーチ　中塚　礼子

心身ともにリフレッシュします

19︓00～ 20︓00時

16歳以上対 20名数 6,000 円料

Tue
火

ゆったりとした呼吸に合わせ、簡単な動
きとキープを繰り返すヨガ教室です。

はじめてのヨガ
コーチ　牧原　悠々

9︓15～ 10︓15時

簡単な動きとキープを繰り返すヨガ教室

16歳以上対 20名数 6,000 円料

エアロビクスに少し慣れてきた方にお
すすめです。

エアロビクス（中級）
コーチ　松永 英治

リズムに合わせて楽しく動く有酸素運動

19︓30～ 20︓30時

16歳以上対 15名数 6,000 円料

心身ともに癒され体力作りにも効果的
です！
一緒に楽しい時間を過ごしましょう☆

はじめてのフラダンス
コーチ　安藤　陽子

10︓45～ 11︓45時

ハワイの曲に合わせて踊りましょう♬

16歳以上対 12名数 7,000 円料

リラックスしながら定番のポーズを一つ
一つ丁寧に行うことにより心と身体を
リフレッシュしていきます。

リフレッシュヨガ
コーチ　中塚　礼子

14︓00～ 15︓00時

リラックスしながらポーズをとります

16歳以上対 20名数 6,000 円料

簡単なエアロビクスとトレーニングで運動
不足を解消しませんか？ 初めての方や
運動が苦手な方でも大丈夫です。
肩や首のコリにも効果ありです☆

初心者エアロ
コーチ　黒木　りえ

15︓30～ 16︓30時

身体も心もストレス発散して体力アップ
シェイプアップ！

16歳以上対 15名数 6,000 円料

Sat
土

ポーズは簡単！しかし身体の大きな筋群
を意識して行うことで筋力アップ！
代謝アップ！ 
シェイプアップ効果大です！！

シェイプアップヨガ　
コーチ　黒木　りえ

太りにくい身体づくりを目指しましょう！

9︓15～ 10︓15時

16歳以上対 20名数 6,000 円料

簡単な有酸素運動と自体重で行う筋トレ
でシェイプアップ効果を高めます。
自宅で出来る筋トレも紹介します。
初めての方にもおすすめ！

ダイエットエアロ
コーチ　黒木　りえ

コロナで溜まったストレスも発散しなが
らシェイプしましょう。

10︓30～ 11︓30時

16歳以上対 15名数 6,000 円料

Thu
木

心肺機能向上、 体力 UP を目的に、
心地よく汗を流し脂肪燃焼しましょう！

エンジョイエアロ
コーチ　鈴木　由香里

初めての方に楽しんで頂ける
エアロビクス

18︓00～ 19︓00時

16歳以上対 15名数 6,000 円料

骨盤底の筋力をアップして姿勢の維持
改善を狙う。年齢とともに気になる尿漏
れなどの対策にも♪

リラックス骨盤底筋ピラティス
コーチ　村松　沙緒里

10︓00～ 11︓00時

呼吸を中心にインナーマッスルに
アプローチ

18歳以上対 20名数 7,000 円料

骨盤底の筋力をアップして姿勢の維持
改善を狙う。年齢とともに気になる尿漏
れなどの対策にも♪

呼吸を中心にインナーマッスルに
アプローチ

リラックス骨盤底筋ピラティスの内容か
らアウターマッスルと連動させて骨盤底
にアプローチ。

アクティブ骨盤底筋ピラティス
コーチ　村松　沙緒里

更年期のホットフラッシュなどの対策や
産後の緩み改善にも♪

11︓15～ 12︓15時

18歳以上対 20名数 7,000 円料

からだをほぐし整えて、 優しいヨガの
ポーズを行います。
初めてさんにもオススメです。

ストレッチと優しいヨガ
コーチ　鈴木　由香里

優しいヨガのポーズを行います

15︓15～ 16︓15時

16歳以上対 20名数 6,000 円料

運動が苦手な子も好きな子もリズム
に乗って身体を動かしましょう。
ストレッチや体操の動きも行います。

キッズエクササイズ
コーチ　鈴木　由香里

音楽を流しながらリズムに乗って身体
を動かします

16︓30～ 17︓30時

年中
        ～小3
対 15名数 6,000 円料

脂肪燃焼に効果的な大きな筋肉、
太もも、 お尻、背中、体幹をパワフルに
身体全体を動かしていくクラスです。

パワフルデトックスヨガ
コーチ　鈴木　由香里

パワフルに身体全体を動かしていきます

19︓30～ 20︓30時

16歳以上対 20名数 6,000 円料

Mon
月

簡単な動作で運動強度は低いので、
どなたでも安心してご参加いただけ
ます。

エアロビクス（初級）
コーチ　松永 英治

10︓45～ 11︓45時

リズムに合わせて身体を動かします

16歳以上対 15名数 6,000 円料

ズンバは上手く出来なくても大丈夫です。
初めてさん大歓迎♪

ズンバ＆ストレッチ
コーチ　鈴木　由香里

13︓30～ 14︓30時

ラテンの音楽で楽しく踊りましょう！

16歳以上対 15名数 6,000 円料

リラックスしながら定番のポーズを
一つ一つ丁寧に行うことにより心と
身体をリフレッシュしていきます。

リフレッシュヨガ
コーチ　中塚　礼子

18︓00～ 19︓00時

リラックスしながらポーズをとります

16歳以上対 20名数 6,000 円料

１ 日 の 疲 れ を 取 り 除 き 心 身 と も に
リ フ レ ッ シ ュ し ま す 。

リラックスヨガ
コーチ　中塚　礼子

19︓30～ 20︓30時

リラックスしながら呼吸に集中しポーズ
をとります。

16歳以上対 20名数 6,000 円料

お腹周りの引き締めとお尻にアプローチ
したトレーニング。
運動苦手な方でも安心して参加い
ただけます。

のびのびストレッチ＆コアトレ

身体のコリをストレッチでほぐし、
ちょっぴりコアトレで筋力体力 UP ！

コーチ　鈴木　由香里

15︓00～ 16︓00時

16歳以上対 20名数 6,000 円料

運動が苦手な子も好きな子もリズム
に乗って身体を動かしましょう。
ストレッチや体操の動きも行います。

キッズエクササイズ
16︓30～ 17︓30時

音楽を流しながらリズムに乗って
身体を動かします

年中
      ～小3

コーチ　鈴木　由香里

対 15名数 6,000 円料

体が硬くなると代謝が悪くなり、疲れや
脂肪も溜め込みやすくなります。
①簡単なポーズ
②簡単なマッサージ
③呼吸を深めるこの３本柱で体を
　リセットします。

体リセットヨガ
コーチ　黒木　りえ

全身の疲れを一緒に流しましょう！

9︓15～ 10︓15時

16歳以上対 20名数 6,000 円料

クラブハウス TEL:0564-46-3267

定期
教室 Indoor Sports

クラブハウス

Hip-hop!




