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※イベントとカルチャー合同のスケジュールとなっております。 

：イベントのプログラムです。すべての会員様が参加可能です。 

休
館
日 

休
館
日 

休
館
日 

休
館
日 

ゴルフレッスン会 
1８:00～20:０0 

 

 良田陽子プロ 
 お一人 30分 2,000円 
 ※要予約 
 

※新型コロナウイルスの状況により急きょ変更の可能性もございますのでご了承ください。 

E 
C ：カルチャーのプログラムです。フィットネス会員様は別途料金が発生します。 

陶芸教室 
１０：００～１２：００ 
１３：００～１５：００ 
定員：15名 カルチャーエリア 

1作品1,500円（税込） 

書道教室 
１６：００～１８：００ 
定員：15名 カルチャーエリア 
お手本代/1回100円（税込） 

お香調合教室 
１０：００～１２：００ 

定員：15名 カルチャーエリア 
材料費/1,500円（税込） 

ファブリックペイント教室 
１０：００～１２：００ 

 

定員：10名 カルチャーエリア 
 材料費/500円（税込） 

 

新しい生活様式 

ライブ配信のお葬式講座
14:00～15:00 

要予約  定員８名 カルチャーエリア 
 

 お葬式の新しい形。遠隔地でも、
どうしてもいけない理由があっても
哀悼の気持ちを表すことができます。 

ゴルフレッスン会 
1５:00～１７:０0 

 

 良田陽子プロ 
 お一人 30分 2,000円 
 ※要予約 
 

クラフトテープ教室（全３回） 
１０：００～１２：００ 

定員：15名 カルチャー 1作品1,000円（税込） 
4 

クラフトテープ教室 
（全３回） 

 

１０：００～１２：００ 
 

定員：15名 カルチャーエリア 
講師：高間 房子 

1作品1,000円（税込） 

 
4 

中庭プログラム 

「イス  ストレッチ＆筋トレ」 
17:00～17:45 

要予約 定員20名 木下 
膝や腰に痛みのある方も参加しや

すいプログラムです！ 

ランニング練習会 
9:15～10:15 

 酒井トレーナー 予約不要 フロント集合 

E 

写真教室 
１３：００～１４：３０ 

定員：12名 カルチャーエリア 材料費なし  

スタッフによるサポートプログラム 

予約取り方編 
13:30～14:00 

要予約  定員５名 カルチャーエリア 
 

スマホからグランクラブの予約を 
する方法を丁寧に教えます！ 

 

二の腕エクササイズ 
1６:00～1６：20 

要予約  定員10名   サブスタジオ 
担当／酒井トレーナー 

E 

コロナウイルスにも対応 

今再注目の共済について 
14:00～15:00 

要予約  定員８名 カルチャーエリア 
 

 今改めて注目されている共済！ 
上毛共済の専門員が詳しく 

お伝えします！ E 

英会話教室 
（中級～上級編） 

13：0０～14：３０ 
 

定員：12名 カルチャーエリア 

アロマ教室 
１9：3０～２１：００ 

 

定員：15名 カルチャーエリア 

材料費/500円（税込） 

ポーセラーツ教室 
１０：００～１２：００ 

定員：15名 カルチャーエリア 
講師：歌代 順子 

 

「髪切美匠presents」 
ふんわり前髪講座と自律神経を 
整えるツボ押しマッサージ講座 

 

18:00～19:30 
 

要予約 定員16名 カルチャーエリア 
 

 参加費：無料 講師：飯塚先生 
 

英会話教室（入門～初級編） 

１０：３０～１２：００ 
 

定員：12名 カルチャーエリア ワイン教室 
 

１３：００～１４：００ 
 

定員：10名 カルチャーエリア 
講師：久保 晋幹 

C C 

ハーバリウムボールペン作り 
１０：3０～１２：００ 

 
 

定員：15名 カルチャーエリア 
1作品1,000円（税込） 

C 

E 

書道教室 
１６：００～１８：００ 
定員：15名 カルチャーエリア 
お手本代/1回100円（税込） 

 
シネマ交流会 

「BRAVE HEARTS 海猿」 
14:00～ /18:00～（約2時間） 

 

要予約 各定員10名シアタールーム  

「館内クイズラリー」 
 

スタッフに関するクイズ編 
 

無料 予約不要 フロント 
 

今回はスタッフに関係する 
クイズです！今回はスタッフに

質問してもOKです！ 
 
 

クラフトテープ教室（全３回） 
１４：００～１６：００ 

 

定員：15名 カルチャーエリア 
1作品1,000円（税込） 

4 

C 

英会話教室（入門～初級編） 
１０：３０～１２：００ 

定員：12名 カルチャーエリア 

C 

 

 ◆予約について◆ 
 

 9/２３(水) 9:00 よりWEB先行予約を開始いたします。 
 

 9/２５ (金) 9:00 よりお電話、フロントでの予約を開始します。 
 ※当日参加をする場合にも必ずフロントにて予約をお願いします。 
  直接参加してしまうと事前準備ができない場合があります。 
 

C 

英会話教室 
（中級～上級編） 

 

１３：００～１４：３０ 
 

定員：12名 カルチャーエリア 
 

講師：マーカス 

クラフトテープ教室（全３回） 
14：００～16：００ 

定員：15名 カルチャー 1作品1,000円（税込） 

 
4 

英語発音講座＋ミニ英会話 
14:00～15:30/Noriko 

要予約   定員10名   シアタールーム 

E 

C 

ヤクルト健康教室お土産付き 

「VDT症候群とは？ 
VDTを予防する食生活」 

10:00～11:00  
 無料 定員16名 カルチャーエリア 

 

ヤクルト健康教室お土産付き 

「正しく食べて減らそう内臓脂肪」
10:00～11:00  

 無料 定員16名 カルチャーエリア 
 

ボールペン習字  
15：30～17：30 

要予約   定員15名  カルチャーエリア 
参加費500円 初回教材費1000円 

 

シネマ交流会 
「LIMIT OF LOVE 海猿」 

20:00～ 約2時間 
要予約 定員10名シアタールーム 

 

海猿第二弾！ 
今回は乗員・乗客620名を乗せたまま

座礁した大型フェリーを舞台に 
繰り広げられる物語！ 

 

中庭プログラム 

「ムービングコアトレ」 
17:00～17：45 

 

要予約 定員20名 簾谷久美子 
 

体幹を鍛えるトレーニングです！ 
是非ご参加ください！   

大好評☆眼ヨガ 
14:00～15:00  

要予約 カルチャー 定員16名 

英語発音講座 
＋ミニ英会話（入門クラス） 
14:00～15:00/Noriko先生 

要予約   定員10名   シアタールーム 

E 

E 

E 

書道教室 
１６：００～１８：００ 
定員：15名 カルチャーエリア 
お手本代/1回100円（税込） 

ゴルフレッスン会 
1８:00～20:０0 

 良田陽子プロ  

お一人30分  2,000円  要予約 

C 

ゴルフレッスン会 
1８:00～20:０0 

 

 良田陽子プロ 
 お一人 30分 2,000円 
 ※要予約 
 

カラオケ教室 
１９：００～２１：００ 
定員：15名 カラオケエリア 

参加費無料 

C 

C 

C 

C 

カラオケ教室 
１９：００～２１：００ 
定員：15名 カラオケエリア 

参加費無料 

E カラオケ教室 
１９：００～２１：００ 
定員：15名 カラオケエリア 

参加費無料 

カラオケ教室 
１９：００～２１：００ 

定員：15名 カラオケエリア 
参加費無料 

C 

スタッフによるサポートプログラム 

スマホ相談室 
13:30～14:30 

要予約  お一人15分  カルチャーエリア 
 

スタッフがわかる範囲でスマホの 
ことについて相談に乗ります！ 
予約の取り方もお教えします！ 

E 

顔ヨガ 1６:０0～1７:００ 
要予約 定員16名 カルチャーエリア 

持ち物：顔が全部映る鏡 
写真が撮れるもの(スマホ、携帯電話) 

韓国語教室 
 

１９：００～２０：３０ 
 

定員：12名 カルチャーエリア 

韓国語教室 
 

１９：００～２０：３０ 
 

定員：12名 カルチャーエリア 

ノルディック 
ウォーキング教室 
13:30～15:00 

要予約   定員10名  酒井トレーナー  
集合：フロント前 

 

C 

 
シネマ交流会 

マリと子犬の物語  
1４：00～ 約2時間 
1９：00～約2時間 

 

要予約 各定員10名シアタールーム 

“新潟県中越地震”の実話を基に 
描かれベストセラーとなった絵本を 

映画化した感動作です。 

E 

E 

自宅でできる 
簡単エクササイズ 
15：30～15：50 

定員10名  酒井トレーナー サブスタジオ 

E 

C 
ゴルフレッスン会 
1８:00～20:０0 

 良田陽子プロ  

お一人30分  2,000円  要予約 

E 

ゴルフレッスン会 
1８:00～20:０0 

 良田陽子プロ  

お一人30分  2,000円  要予約 

E 

１day ワークショップ 

はじめてのアロマテラピー体験 
1３:00～１４:３０ 

定員15名 要予約 カルチャーエリア 

参加費:1,200円（材料、テキスト代込み） 

E 
C 

ゴルフレッスン会 
1８:00～20:０0 

 良田陽子プロ  

お一人30分  2,000円  要予約 

英会話教室 
（中級～上級編） 

13：0０～14：30 
 

定員：12名 カルチャーエリア 

ストレッチポール 
16：30～17：00 

定員10名  高桑トレーナー サブスタジオ 

E 

スタッフによるサポートプログラム 

スマホ相談室 
13:30～14:30 

要予約  お一人15分 カルチャーエリア 
 

E 

ストレッチポール 
16：30～17：00 

定員10名  高桑トレーナー サブスタジオ 

E 

C 

催し物 

フィットネス・スポーツ 

カルチャー 

セミナー・講習会 

文化・コミュニティ 

中庭プログラム 

「ムーブストレッチ」 
1８:00～18:45 

要予約 定員20名 松村智恵美   

E 

中庭プログラム 

「ベールで舞うベリーダンス」 
1８:00～18:45 

要予約 定員20名 NESMA   

E 

C 

中庭プログラム 

「ムーブストレッチ」 
1８:00～18:45 

要予約 定員20名 松村智恵美   

E 

中庭プログラム 
「ベールで舞うベリーダンス」 

1８:00～18:45 
要予約 定員20名 NESMA   

E 
大好評☆眼ヨガ 
16:00～17:00  

要予約 カルチャー 定員16名 

C 

E 

ランニング練習会  9:15～10:15 
 酒井トレーナー 予約不要 フロント集合 

中庭プログラム 

「パワーストレッチ 呼吸編」 
17:00～17：45 

 

要予約 定員20名 簾谷久美子   

C 

世界の記憶、上野三碑を知る 

上野三碑歴史講座 
15:30～16:30 大山講師 
要予約    店員16名  カルチャーエリア 

 

中庭プログラム 

「FITNESS養生気功」 
17:30～18:15 

要予約 定員20名 Yukiko   

中庭プログラム 
「ZUMBA」 

1８:00～18:45 
要予約 定員20名 NATSUMI   

E 

E 

E 

E 

ノルディックウォーキング教室 
13:30～15:00 

要予約 定員10名 フロント集合 
 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

C 

E 

E 

10/24～10/31はハロウィーン期間になります！ 

顔ヨガ 19:０0～20:００ 
要予約 定員16名 カルチャーエリア 

持ち物：顔が全部映る鏡 
写真が撮れるもの(スマホ、携帯電話) ※中庭プログラムは雨天の場合メインスタジオでの開催となります。 


