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：イベントのプログラムです E 
C ：カルチャーのプログラムです 

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。 

ノルディック 
ウォーキング教室 
９:30～10:30 

要予約   定員10名  酒井トレーナー  
集合：フロント前 

 

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 

休
館
日 

陶芸教室「お雛様」作り 

10：00～12：00 
要予約  定員：10名 カルチャーエリア 
講師：水野 正子 1作品1,500円（税込） 

書道教室 16:00～18:00 
要予約 定員：15名 カルチャーエリア 

講師：勅使川原 里雪 お手本代/1回100円（税込） 

お香調合教室 10：00～12：00 
要予約  定員：15名  カルチャーエリア 

講師：関根 真理 材料費/1,500円（税込） 
テーマ「飛鳥・奈良・平安にわたる香の歴史」 

 
 
 
 
 

 簡単！写真講座  13：00～14：00 
今月のテーマ「好きなモノ」 

 

要予約  定員：12名 カルチャーエリア 

講師：須藤 崇  材料費なし  

英会話教室（入門～初級編） 

13:00～14:30   
 

要予約 定員：12名 カルチャーエリア 川端講師 

英会話教室（入門～初級編） 

10:30～12:00 カルチャーエリア 

要予約 定員：12名 川端講師 

書道教室 16:00～18:00 
要予約 定員：15名 カルチャーエリア 

お手本代/1回100円（税込）講師：勅使川原 里雪 

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 

C 

C 

 
自宅でもできる！有酸素運動ダイエット 

オープン3周年スペシャル！ 
15:30～15:50 

 

要予約  定員：８名  2階サブスタジオ 担当：酒井 
 

フラワーアレンジメント教室 10:00～12:00 
 

要予約  定員：6名 3階ゲームルーム 

講師：中野 睦美 1作品1,500円（税込） 

眼ヨガ 14:00～15:00 
要予約  定員:16名  カルチャールーム 

講師：Yuco  

  ファブリックペイント教室 10:00～12:00 
 

要予約 定員：10名 カルチャーエリア 

材料費/500円（税込）講師：小林 真理子 

 

顔ヨガ  15:00～16:00 
要予約 定員：16名 カルチャーエリア 

講師：Yuco 持ち物：顔が映る鏡、スマホ 

プロテイン試飲会 
11：00～13：00/17：00～19：00 

フロント横にて実施 
 

ゴルフレッスン会 
18:00～20:00 
 良田 陽子プロ  

要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

 

休
館
日 

休
館
日 

年内最終営業日 
９：００～２０：００ 

※スタジオレッスン変更あり 

 
杏ちゃんの将棋塾「対戦形式」 

18：00～20：00 
要予約 定員：5名 3階ゲームルーム 
参加費無料 講師：狩野トレーナー   

ボールペン習字 15:30～17:30 
要予約   定員：15名  参加費：500円 カルチャーエリア 

初回教材費：1,000円 講師：勅使川原  里雪 

サイクリングサークル 
9:00 ～ 12:00 正面入口集合 

 要予約 酒井・浜田 ２～３時間程度 

※詳細は掲示板、公式LINEにて告知いたします！ 

初心者・経験者卓球交流会 
14：00～16：00 

予約不要（フリータイム）４F卓球ルーム 

C 

茶道教室 14：00～16：00 
要予約  定員：６名  4階和室 

講師：近藤 日出夫 参加費/1,500円（税込） 
持ち物：替えの靴下 

茶道教室 13：30～15：30 
要予約  定員：６名  4階和室 

講師：近藤 日出夫 参加費/1,500円（税込） 
持ち物：替えの靴下 

茶道教室 13：30～15：30 
要予約  定員：６名  4階和室 

講師：近藤 日出夫 参加費/1,500円（税込） 
持ち物：替えの靴下 

ヤクルト健康教室～お土産付き～ 

「足腰丈夫の決め手は筋肉」10:00～11:00  
 要予約 参加費：無料 定員：16名 カルチャーエリア 

講師：ヤクルト管理栄養士 
 
 

サンデーモーニングラン 
9:15～10:15 

 予約不要 酒井トレーナー フロント集合 

クラフトテープ教室 
13:00～15:00/15:00～17:00 
要予約 定員：15名 カルチャーエリア 
1作品1,000円（税込）講師：高間 房子 

 

C 

クラフトテープ教室 10：00～12：00 
要予約 定員：15名 カルチャーエリア 
1作品1,000円（税込）講師：高間 房子 

 

クラフトテープ教室  
14:00～16:00 

要予約 定員：15名 カルチャーエリア 
1作品1,000円（税込）講師：高間 房子 

 

C 

初心者限定！クラフトテープ教室入門 
10：00～12：00 

要予約 定員：８名 カルチャーエリア 
1作品1,000円（税込）講師：高間 房子 

 

絵画教室（水彩・パステル・色鉛筆画) 

 13:00～14:00 
 要予約 定員：16名 カルチャーエリア 

参加費：500円(税込) 道具貸出あり 講師：井上太郎 

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 
担当：浜田 元気 

 

E 

C 

C 

韓国語教室 19:00～20:00 
 

要予約 定員：12名 カルチャーエリア 
講師：斉藤 實 

はじめての中国語講座 20:15～21:15  
  要予約 定員：12名 カルチャールーム 

講師：升興トレーナー 

 
シネマ交流会「記憶にございません！ 」 
14:00～ ２時間07分  18:00～ ２時間07分 
要予約  各定員：10名 3階シアタールーム 

料理教室【第２回】15:30～16:30 
※すでに１月の教室にご予約をいただいている 

方のみご参加いただけます  

耳つぼジュエリー 12:40～14:40 
要予約 1名20分 定員6名 カルチャーエリア 

参加費：1,500円  講師：永塚 真由美 

耳つぼジュエリー 12:40～14:40 
要予約 1名20分 定員6名 カルチャーエリア 

参加費：1,500円  講師：永塚 真由美 

アロマテラピー体験 
1０:３0～1２:０0「」 

要予約 定員:15名  カルチャーエリア 講師：赤江 実枝子 

参加費:1,200円（材料、教材代込み） 

アロマテラピー体験  19:３0～21:０0 
「」 

要予約 定員:15名  カルチャーエリア  
講師：赤江 実枝子 参加費:1,200円 

E 

2月誕生日会 15:30～16:30 
2階カフェテリア 参加費無料 予約はフロントにて 
詳細は「オープン3周年記念イベントチラシ」に掲載！  

E 

E 

アーユルヴェーダ ハーブパック体験会 

15：00～17：00 
要予約  定員:5名  カルチャーエリア  

講師：山中美奈、青木ひろよ 
ハーブパック体験500円 

ハンドマッサージ10分500円 

黄土よもぎ蒸し「顔蒸し・足蒸し体験」 

10：00～18：00 
要予約  定員:8名  2階パーソナルルーム 

お一人様1回（1時間枠）3,000円 
 講師：青木ひろよ 

絵画教室（水彩・パステル・色鉛筆画) 

 1３：00～14：00 
 要予約 定員：16名 カルチャーエリア 

参加費：500円(税込) 道具貸出あり 講師：井上 太郎 

E 

英会話教室（入門～初級編） 

10:30～12:00  
カルチャーエリア 

要予約  定員:12名  川端講師 

「グランクラブ クリスマスイベント」 

16：30～17：30 
参加費無料 予約不要 メインスタジオ 

SAMURAIチャージ試飲販売会 
００：00～００：00 

無料 予約不要 フロント横 

 
 

POLA美容教室 16:15～17:45 
「ポーラの人気ドリンクカフェ＆ 
リラックスハンドトリートメント」 
要予約 定員：4名 カルチャーエリア  

※詳細は裏面をご確認ください 

C 

「年末ZUMBA90分イベント」 

15：00～16：30 
参加費：200円 要予約 定員：30名 
場所：中庭 講師：NATSUMI＆YUKO 

※雨天中止 

E 

C 

ゴルフレッスン会 
17:00～19:00           良田 陽子プロ  

要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

 

E 

ゴルフレッスン会  
1８:00～20:０0 良田 陽子プロ  
お一人 30分 3,300円（税込）※個室打席料込 

 

 
フォームローラ（ストレッチポール）を 

使ったストレッチ＆トレーニング 

15：00～15：45 
 

要予約  定員：８名  2階サブスタジオ 担当：山﨑トレーナー 
 

はじめてのフランス語 
～フランス文化や美術の話と共に～ 

10：30～11：30 
要予約 定員：12名 カルチャーエリア 講師：須藤朋子 

 

C 

ゴルフレッスン会 
18:00～20:00 良田 陽子プロ  
要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

 

サンデーモーニングラン 
9:00～10:00 

 酒井トレーナー 予約不要 フロント集合 

『源氏物語』を楽しむ会 
～「桐壺」巻を読む～  

14:00～16:00 
要予約   定員：15名  カルチャーエリア 

参加費：500円 講師：河地   修   持ち物：筆記用具 

 
     杏ちゃんの将棋塾 16:15～18:15 

「未経験者・経験者OK！」 
要予約 定員：5名 3階ゲームルーム 

参加費：無料 講師：狩野トレーナー   

ゴルフレッスン会  
1８:00～20:00 
良田 陽子プロ  

要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

 

C 

POLA美容教室 16:15～17:45 
「ポーラの人気ドリンクカフェ＆ 
リラックスハンドトリートメント」 

要予約 定員：4名 カルチャーエリア  
 ※詳細は裏面をご確認ください 

簡単！ダンベルエクササイズ 
15：30～15：50 

要予約  定員：8名  酒井トレーナー  2階サブスタジオ  

E 

C 

サンデーモーニングラン 
9:15～10:15 

  予約不要 フロント集合 酒井トレーナー 

C 

E 

E 

節分イベント 

「節分まめうつし！」 
詳細は裏面をご確認ください。 

E 

休
館
日 

E 

E 

E 

E 

C 

C 

C 

C 

E E 初心者・経験者卓球交流会 
14：00～16：00 

予約不要（フリータイム）４F卓球ルーム 

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 

担当：浜田 元気 
 

休
館
日 

◆ご予約について◆ 
 
 

1/31（月） 20:00 よりWEB予約を開始いたします！ 
 

※WEBでの予約ができない方はフロント・お電話にてお問合せください 
スマホやPC、貸出しているタブレットからの予約をお願いいたします 

 無断キャンセルの無いよう、また教室に遅れる場合も事前に 
必ずご連絡をお願いいたします 

◆変更点・注意事項◆ 
２月の予約より「予約方法」が変更となります 

 
カルチャー教室、またはイベント実施後に予約リセット 

（カルチャーまたはイベント終了時間から、次の予約が取れるようになります） 

予約枠は今まで通り「カルチャー教室２枠」「イベント２枠」 
 

 
・ 

英会話教室（入門～初級編） 

13:00～14:30   
 

要予約 定員：12名 カルチャーエリア 川端講師 

C 

高橋トレーナー特別パーソナル 14:00～14:30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） 

田村トレーナー特別パーソナル 16:00～16:30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） E 

E 

高桑トレーナー特別パーソナル  
16:00～16:30 

  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 1,500円（特別価格） 

 
ハイパーボルトお試し体験 

14:30～14:40 /16:00～16:10   
16:30～16:40  

要予約  定員：各1名  2階旧元気堂 参加費：500円 

E 
牛﨑トレーナー特別パーソナル  

1５:３0～1６:０0 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 1,500円（特別価格） 

吉田トレーナー特別パーソナル 15:30～16:00 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） 

田村トレーナー特別パーソナル 21:00～21:30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） E 

E 

酒井トレーナー特別パーソナル  

16：00～16：30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） 

💛バレンタインデー💛 
「チョコレート」プレゼント！ 

C 

ひな祭りフラワーアレンジ 10:00～12:00 
要予約 定員：6名 カルチャーエリア 

講師：中野 睦美 参加費:1,500円（税込） 

E 

山﨑トレーナー特別パーソナル 15:00～15:30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） 

升興トレーナー特別パーソナル 19:00～19:30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） E 

E 

E 
 

     杏ちゃんの将棋塾 16:15～18:15 
「未経験者・経験者OK！」 

要予約 定員：5名 3階ゲームルーム 
参加費：無料 講師：狩野トレーナー   

C 

黄土よもぎ蒸し「顔蒸し・足蒸し体験」 

10：00～18：00 
要予約  定員:8名   2階パーソナルルーム 

お一人様1回（1時間枠）：3,000円 講師：青木ひろよ 

石関トレーナー特別パーソナル 20:00～20:30 
  要予約 パーソナルルーム 

30分3,300円 → 30分1,500円（特別価格） 

 
ハイパーボルトお試し体験 

15:00～15:10  15:30～15:40  
16:00～16:10 

要予約  定員：各1名  2階旧元気堂 参加費：500円 
 

 
ハイパーボルトお試し体験 
15:30～15:40 /16:00～16:10   

 16:30～16:40  /17:00～17:10   
要予約  定員：各1名  2階旧元気堂 参加費：500円 

 

E 

    ★2/2～16はグランクラブBINGO開催★ 
   ★2/16～28はZUMBAウェア販売会開催★ 

 
シネマ交流会「レインマン 」 

14:00～ ２時間14分 
18:00～ ２時間14分 
要予約  各定員：10名  

3階シアタールーム 

E 

E 

ゴルフレッスン会 18:00～20:00 
 要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 良田 陽子プロ  
 

 
E 

ゴルフレッスン会 
18:00～20:00 良田 陽子プロ  
要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

 

E ゴルフレッスン会 

17:00～19:00           良田 陽子プロ  
要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

E 

E 

E 

ゴルフレッスン会 17:00～19:00 
 要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 良田 陽子プロ  
 

 

E 

スタッフによるサポートプログラム 

スマホ相談室  10:30～11:30 
要予約   お一人15分  カルチャーエリア 浜田元気 

E 

C 

C 

E 

E 

C 

E 

E 

E 

E 

E 

POLA美容教室 13:30～15:00 
祝3th 美容体験抽選会＆保湿体験（パックあり） 

要予約 定員：5名 カルチャーエリア  
参加費：500円 講師：POLA高関店 

E 

POLA美容教室 13:30～15:00 
祝3th 美容体験抽選会＆保湿体験（パックあり） 

要予約 定員：5名 カルチャーエリア  
参加費：500円 講師：POLA高関店 

E 

C 

E 

E 

E 

『源氏物語』を楽しむ会 
～「桐壺」巻を読む～ 14:00～16:00 

要予約   定員：15名  カルチャーエリア 
参加費：500円 講師：河地   修   持ち物：筆記用具 

※2月13日と同じ内容で開催いたします 

英会話教室（入門～初級編） 

10:30～12:00 カルチャーエリア 

要予約 定員：12名 川端講師 

C 

E 

グランクラブ 
オープン３周年！ 

E 

耳つぼジュエリー 12:40～14:40 
要予約 1名20分 定員6名 カルチャーエリア 

参加費：1,500円  講師：永塚 真由美 

E 

韓国語教室 19:00～20:00 
 

要予約  定員：12名 カルチャーエリア 
講師：斉藤 實 

C 
ゴルフレッスン会 
17:00～19:00  
良田 陽子プロ  

要予約 お一人 30分 3,300円（税込） 
ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込 

 

E 

E 

E 



 節分豆つかみ！ 
～あなたはいくつつかむ？～ 

 

 

節分の日イベント！節分と言えば「豆」 
紙皿から紙皿へ割りばしを使ってつかんで移動させる 
ゲームを行います。制限時間内にクリアーできた方 

には景品をプレゼント★ 
 

        ＜詳細＞  

 2月3日（木）10：00～12：00、 
 14：00～16：00、19：00～21：00  
 予約不要  場所：フロント横 
  

お香調合教室          

 
   飛鳥・奈良・平安にわたる「香の歴史」について 
   学びます。特に源氏物語にも登場する練香 
   （王朝の香り）を楽しみます。 

          ＜詳細＞ 

      2月2日（水）10:00～12:00 
  定員：15名（要予約） 会場：カルチャーエリア 
   講師：関根 真理先生  材料費：1,500円 

  黄土よもぎ蒸し ～顔蒸し＆脚蒸し体験～ 
 

漢方薬草のスチームを皮膚から吸収させ、身体を芯から温める 
伝統的な民間療法です。上質な100％黄土と100％天然 
無農薬漢方で安心安全です。免疫力アップ、基礎代謝アップ、 

デトックス、脚のむくみ、ストレス解消、美肌、リラックス効果など！ 
 

                  ＜詳細＞ 
 2月12日（土）10：00～18：00  
 2月21日（月）10：00～18：00 
 定員：各日8名（お一人様1時間枠） 2階パーソナルルーム 
 講師：青木 ひろよ先生 参加費：3,000円 
 持ち物：ハーフパンツ、タオル、水分補給用ドリンク 

 
 ①カウンセリング 
 ②お着替え 
 ③顔蒸し（5分程） 
 ④脚蒸し（15分～20分） 
 合計40分～45分  

クラフトテープ教室 
 

大人気の教室がパワーアップ！！ 
7月から初心者でも参加しやすいクラスと 

平日開催クラスを増設しました！ 
今まで参加できなかった人にもぜひご参加ください 

＜詳細＞ 
   日程： ８月１４日（土） １４：００～1６：00  
        ８月１８日（水） １0：０0～12：00 

       ８月２１日（土） １０：００～１２：００  
                （初心者限定クラス）  
       ８月２８日（土） １３：０0～1５：00/ 

                                    15:00～１７：００ 
   定員：各日15名（要予約） ※1８日は定員8名  
    会場：カルチャーエリア  講師：高間 房子 

    参加費:1作品 1,000円（税込）   

POLA美容教室 
「簡単ハリアップケア＆ス

キンケア」 
日程：８月１９日（木） 10：30～1２：00  
    ８月２０日（金） 13：30～15：00  

   定員：各日７名（要予約） 
カルチャーエリア  参加費:無料（要予

約）  
 講師:POLA高関店スタッフ   

持ち物：なし（鏡などもこちらで用意いた
します） 

※写真はイメージです 

『源氏物語』を楽しむ会 ～「桐壺」巻を読む～ 
ヒロイン、桐壺の更衣の死、帝の悲しみは深い 

 

    後宮内での序列の低いヒロイン、桐壺の更衣は、帝との愛の結晶と言うべき「玉の男御子」を産みますが、  

     病が重くなり、宮中を去った直後に亡くなりました。最愛の人を失った帝の悲しみは、痛切を極めます。 
     母親を失ったこの御子の将来が気になるところです。今回も、原文の持つ陰影を味わいながら、丁寧に読んでゆく 
     ことにいたしましょう。第2・第4日曜とも同一内容となりますので、都合のいいスケジュールでご参加ください。 
      

                              ＜詳細＞ 

    日程 ： 2月13日（日） １４：００～1６：00  /  2月２7日（日） １４：０0～1６：00  
                              ※途中休憩含む 

    定員：各日15名 (要予約)  会場：カルチャーエリア   参加費:500円   持ち物：筆記用具 
    講師:河地 修先生（東洋大学名誉教授）  ※テキストはプリント資料を配布いたします 
             ※前回1月に参加された方は、その時のプリント資料を持参してください。 
                      お持ちでない方へはご用意いたします（200円） 

水墨画教室 
カルチャーエリアの近くに見本を展示しま

す！ 
ぜひ見て、体験してください！ 
８月16日（月）1３：00～1５：00 

要予約 定員16名 カルチャーエリア 
 参加費：1,000円 講師：井上太郎 

ヤクルト健康教室 ～うれしいお土産つき！～ 

 
群馬ヤクルト販売㈱管理栄養士の方にお越しいただき、 
「健康」をテーマに、毎月様々な内容の教室を実施中！ 

「自分の身体は自分で守る」 健康に対する知識を学びましょう！ 
2月のテーマは「足腰丈夫の決め手は筋肉」 

 
          <詳細> 
  2月10日（木）10：00～11：00  
  要予約   定員：16名   
  講師：群馬ヤクルト販売㈱ 管理栄養士 
  参加費：無料  会場：カルチャーエリア 

  

陶芸教室 今月は「お雛様」作り 
 

想いをカタチに・・・ 
オンリーワンの作品を心をこめて作ってみませんか？ 
           
       <詳細> 
 2月7日（月）10：00～12：00 
 定員：10名（要予約） 
 1作品：1,500円   
 会場：カルチャーエリア 
 講師：水野 正子先生 
 ※作成した作品は先生が持ち帰り、焼き上げて翌月のお渡しとなります 

  

大人気！「ゴルフレッスン」 会         

 
女子プロによるマンツーマンレッスン 

レベルアップしたい方、初心者の方も大歓迎！ 
1人ひとりのレベルに合わせて丁寧に指導いたします。 
是非この機会にプロの指導を受けてみませんか？ 

        ＜詳細＞ 

    ２月5日（土）18：00～20：00 
   ２月１３日（日）17：00～19：00 
   ２月２１日（月）18：00～20：00 
   ２月２３日（水）17：00～19：00 
   ２月２６日（土）18：00～20：00 
   ２月２７日（日）17：00～19：00 
 
  担当：良田 陽子プロ（日本女子ゴルフ協会、小幡郷所属）   
  会場：ゴルフレンジ個室 お一人様30分（要予約） 
  参加費：3,300円（税込） ※個室打席料込み 

今話題の筋膜ほぐし最新機器！ 「ハイパーボルト」お試し体験 
    身体のケアに効果的なハイパーボルトをご存知ですか？機械による振動（電動振動）で、ストレッチや手技では緩める 

ことが難しい筋肉もしっかりとほぐしていく施術です。スポーツでの身体のケア、 ケガの予防はもちろん、日常生活 
でも身体のコリ、痛みの解消にも効果的です！2月はお試し体験月間として、10分500円でご利用いただけます！ 

 
◆効果を期待できる症状→ 肩こり・腰痛の改善、冷え・むくみの解消、スポーツ前後のケア、ケガの予防 

 
                           ＜詳細＞ 

 
                               
 
 

            定員：各時間１名 (要予約)  会場：2階旧元気堂  料金：10分500円 

初心者・経験者交流卓球         

 
卓球を通して初心者・経験者関係なく交流を 

楽しむ時間です！ 
フリータイム（貸切）としてお気軽にご利用ください♪ 

           ＜詳細＞ 

        ２月6日（日）14：00～16：00 
        ２月２0日（日）14：00～16：00 
    会場：4階卓球ルーム ※フリータイム、予約不要 

20分エクササイズ！         

 
20分という短い時間ですが、充実度の高い 

エクササイズを行います！お気軽にご参加ください♪ 

  
 「自宅でもできる！有酸素運動ダイエット 

☆オープン3周年スペシャル☆」 
  内容：9種類のエクササイズ×2セット行う、 

      脂肪燃焼系エクササイズ 
  ２月４日（金） 15：30-15：50 

 
 「簡単！ダンベルエクササイズ」 

  内容：ダンベルを使って行う全身エクササイズ 
  ２月１８日（金） 15：30-15：50 

 
 定員：各日8名（要予約） 2階サブスタジオ 

 担当：酒井トレーナー 

サンデーモーニングラン         

 
ランニング好きな方、マラソンにチャレンジしてみたい方、 
どなたでも大歓迎です！レベルに合わせて走るコースを 
決めていきます。新しい挑戦始めてみませんか？ 

 
２月６日（日）、２月２７日（日） 9：15～10：15   

予約不要  集合：フロント前  担当：酒井トレーナー 
            ※定刻になりましたら出発します 

２月限定特別価格！！ トレーナー特別パーソナルトレーニング 
 

パーソナルトレーニングって何？気になる方、まずはお試しでやってみませんか？ 
通常３０分/３，３００円のパーソナルトレーニングが特別価格の1,５00円（税込）でご利用いただける 
スペシャルイベントです！筋トレ指導、ダイエットに効果的なトレーニング方法、美スタイルアップなど、 

ご要望に合わせて担当トレーナーがマンツーマン指導でサポートいたします！ 

 
・２月３日（木）14:00～14:30（髙橋トレーナー） ・２月３日（木）16:00～16:30（田村トレーナー） 
・２月５日（土）16:00～16:30（高桑トレーナー） ・２月９日（水）15:30～16:00（牛﨑トレーナー） 
・２月10日（木）15:30～16:00（吉田トレーナー）  ・２月10日（木）21:00～21:30（田村トレーナー） 
・２月11日（金）16:00～16:30（酒井トレーナー）  ・２月17日（木）15:00～15:30（山﨑トレーナー） 
・２月17日（木）19:00～19:30（升興トレーナー）  ・２月21日（月）20:00～20:30（石関トレーナー）  
 

要予約  2階パーソナルルーム  料金：3,300円 → 1,500円（税込） 

 日程 ： ２月７日（月） １４：３０～1４：４０ / 16：00～16：10 / 16：30～16：40 
       2月24日（木）15：00～15：10 / 15：30～15：40 / 16：00～16：10 
       2月26日（土）15：30～15：40 / 16：00～16：10 / 16：30～16：40 / 17：00～17：10 

 

           ひな祭り 
       フラワーアレンジメント 
 
 

  毎年恒例の「ひな祭り」限定イベント！  

  ご自宅に飾って楽しむのはもちろん、お孫さんや 
  親戚へのギフトにいかがですか？ 
           
       <詳細> 
 2月17日（木）10：00～12：00 
 定員：6名（要予約） 
 参加費：1,500円 
 会場：カルチャーエリア 
 講師：中野 睦美先生 

※画像はイメージです 


