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陶芸教室「お皿」作り 10：00～12：00
要予約 定員：10名 カルチャールーム

講師：水野 正子 1作品2,000円

書道教室 16：00～18：00
要予約 定員：15名 カルチャールーム

講師：勅使川原 里雪 お手本代/1回100円
※書道道具一式は各自ご持参ください

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

眼ヨガ 14：00～15：00
要予約 定員:16名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：Yuco

プロテイン特別販売会

※試飲無しの販売のみになります
当日中のみ特別価格で販売！

休
館
日

休
館
日

クラフトテープ教室
13：00～15：00 
15：00～17：00

要予約 定員：各時間15名 カルチャールーム
1作品1,000円 講師：高間 房子

クラフトテープ教室 エキスパートクラス

10：00～12：00
要予約 定員：15名 カルチャールーム 1作品1,000円 講師：高間 房子

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 カルチャールーム
1作品1,000円 講師：高間 房子

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

枯れないお花で彩るフラワーデコレーション
「カラーとスズランにミモザを添えて

優しい春のお友達スワッグ」

14：30～15：30
要予約 定員：16名 参加費/2,200円
カルチャールーム 講師：藤倉 いこ

休
館
日

大人になってからでも遅くはない

～超英会話入門教室～ 10：30～12：00
要予約 定員：12名 カルチャールーム

講師：川端 利江子

：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

休
館
日

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 持ち物：替えの靴下
今月の内容「お香を聞く」

C

◆ご予約について◆

2/27（月） ９:00 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

※カルチャーイベントの予約ルールが変更となっております
詳細は裏面をご確認ください

韓国語教室 19：00～20：00
要予約 定員：12名

カルチャールーム 講師：斉藤 實

C

『源氏物語』を楽しむ会
14：15～16：15

要予約 定員：22名 カルチャールーム
参加費/500円 講師：河地 修

持ち物：筆記湯具

～原文を声に出して読みます
紫式部のメッセージに耳を傾けます～
『源氏物語』の世界を楽しみましょう

絵画教室（水彩・パステル・色鉛筆画)

11：00～12：00
予約不要 定員：16名 カルチャールーム

参加費/500円 道具貸出あり 講師：井上 太郎

卓球交流会
14：00～16：00

予約不要（フリータイム） ４階卓球ルーム

E

基礎から始める！書道教室入門

10：00～12：00
要予約 定員：15名 カルチャールーム 講師：勅使川原 里雪
お手本代/1回100円 ※書道道具一式は各自ご持参ください

～花粉による乾燥トラブルの方に～

総合保湿シルクコース

10：00～14：30
花粉が多いこの季節に備え、シルクで保湿ケア
しませんか？シルク化粧水をたっぷりと使用した

保湿パックと、シルクのヘアエッセンスで頭皮スパが
体験できるスペシャルコースをご用意いたします！

要予約（女性限定） お一人30分枠（施術30分）
参加費/3,000円

場所：2階パーソナルルーム 講師：noriko

フラワーアレンジメント教室
10:00～11:15 / 11:15～12:30
要予約 定員：各5名 カルチャールーム
1作品1,500円 講師：中野 睦美

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

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込
講師：良田 陽子プロ

E

C

S

大塚製薬ウェルネスセミナー 11:00～12:00
「女性の健康について」※女性限定

要予約 定員：16名 カルチャールーム
参加費/無料 講師：大塚製薬株式会社

C

C

卓球交流会
14：00～16：00

予約不要（フリータイム） 4階卓球ルーム

フランス文化・生活講座 フランス直輸入のお土産付き！

～フランス歴史文化クイズ～

15：30～16：30
要予約 定員：16名 カルチャールーム 参加費/500円 講師：須藤 朋子

スタッフによるサポートプログラム

スマホ相談室
12：00～13：00

要予約 お一人様15分 カルチャールーム
担当：浜田 元気

有酸素運動ダイエット
ダンベルミックス30分

15：15～15：45
ダンベルを使った運動と有酸素運動を9種目×3セット

行う、脂肪燃焼効果抜群のイベントです。
初めての方でもお気軽にご参加いただけます。
一人で運動するのが苦手、楽しく動きたい方

是非ご参加ください♪

要予約 定員：8名 2階サブスタジオ
担当：酒井トレーナー

ヤクルト健康教室～お土産付き～
10：00～11：00

「血糖値をコントロールする食事」
要予約 定員：16名 カルチャールーム 参加費/無料

講師：群馬ヤクルト販売㈱ 管理栄養士
～みんなで楽しく～ 写真サークル

13：00～14：00
要予約 カルチャールーム 定員：10名 講師：浜田 元気

ポーセラーツ教室 10:00～12:00
予約不要 定員：10名 カルチャールーム

参加費/500円 講師：歌代 順子
※材料費1,000円～（作品によって金額が異なります）

英会話教室（入門～初級編）

13：00～14：30
要予約 定員：12名 カルチャールーム

講師：川端 利江子

C

E

E

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 持ち物：替えの靴下

韓国語教室 19：00～20：00
要予約 定員：12名 カルチャールーム 講師：斉藤 實

C

C

杏ちゃんの将棋塾 17:45～19:45
「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

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

各自のレベルに合わせて楽しく走りましょう（7キロ前後）
※時間になったら出発します

E

クラフトテープ教室
14：00～16：00

要予約 定員：15名 カルチャールーム
1作品1,000円 講師：高間 房子

Cはじめてのフランス語～フランス文化や芸術の話とともに～

15：30～16：30
要予約 定員：12名 カルチャールーム 講師：須藤 朋子

C

顔ヨガ 14：00～15：00
要予約 定員:16名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：Yuco
持ち物：顔が映る鏡、スマホ

POLA「肩こり解消肩甲骨ストレッチ」
10：30～16：00 予約不要

会場：１階フロント横

茶道教室「お茶を飲んで日本文化を学ぶ」

10：00～12：00
要予約 定員：４名 4階和室 講師：近藤日出夫

参加費/1,000円 持ち物：替えの靴下

ゴルフレッスン会

17：00～19：00
要予約 お一人 30分 3,300円

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込
講師：良田 陽子プロ

：スペシャルプログラムです

C

E

E

C

C

はじめてのフランス語 ～フランス文化や芸術の話とともに～

15：30～16：30
要予約 定員：12名 カルチャールーム 講師：須藤 朋子

※3/8の教室と同じ内容になります

E

E

『源氏物語』を楽しむ会
14：15～16：15

要予約 定員：22名 カルチャールーム

参加費/500円 講師：河地 修 持ち物：筆記湯具

E

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

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込
講師：良田 陽子プロ

杏ちゃんの将棋塾 17:45～19:45
「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

E

C

C ジュエリーバッグⓇレッスン
10：00～12：00

「A4サイズのトートバック作り」

要予約 定員：6名 カルチャールーム

参加費/3,500円 講師：金井 恵美子

E

C

英会話教室（入門～初級編）

10：30～12：00
要予約 定員：12名 カルチャールーム

講師：川端 利江子

C

E

羊毛フェルト教室

10：00～12：00
「五月人形の金太郎作り」

要予約 定員：16名 カルチャールーム

参加費/2,000円 講師：青木 京子

書道教室 16：00～18：00
要予約 定員：15名 カルチャールーム

講師：勅使川原 里雪 お手本代/1回100円
※書道道具一式は各自ご持参ください

C

絵画教室（水彩・パステル・色鉛筆画)

11：00～12：00
予約不要 定員：16名 カルチャールーム

参加費/500円 道具貸出あり 講師：井上 太郎

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

各自のレベルに合わせて楽しく走りましょう（7キロ前後）
※時間になったら出発します

E

英会話教室（入門～初級編）

10：30～12：00
要予約 定員：12名 カルチャールーム

講師：川端 利江子

C

C

お香調合教室 10：00～12：00
要予約 定員：15名 カルチャールーム
講師：関根 真理 材料費/3,000円

今月の内容：桜の香袋作り

C

S

中庭でガーデニング体験！
10:00～11:00 / 11:00～12:00
要予約 定員：各10名 場所：中庭
参加費/2,000円 講師：中野 睦美

S

E

インソールから考える健康寿命
「身体の痛みと踵の関係」

14：00～15：00
要予約 定員：10名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：家合 孝明

S

シネマ交流会「アバター」
10：00～ （1時間42分）
14：00～（1時間42分）

要予約 各定員：10名 3階（ゲーム）シアタールーム

S

C

C

ゴルフレッスン会 14:00～17:00
要予約 お一人 30分 3,300円

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込講師：良田 陽子プロ

S
英会話教室（入門～初級編）

13：00～14：30
要予約 定員：12名 カルチャールーム

講師：川端 利江子

C

E

インソールから考える健康寿命
「脚のむくみ・冷え解消法」

12：00～13：00
要予約 定員：10名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：家合 孝明

S

S

EジュエリーバッグⓇレッスン
10：00～12：00

「A4サイズのトートバック作り」

要予約 定員：6名 カルチャールーム

参加費/3,500円 講師：金井 恵美子

S

E

ゴルフレッスン会 14:00～17:00
要予約 お一人 30分 3,300円

ゴルフレンジ個室 ※個室打席料込
講師：良田 陽子プロ

S

スマホ相談室 18：00～19：00
要予約 お一人様15分 カルチャールーム

担当：浜田 元気

S

S

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 持ち物：替えの靴下

C

インソールから考える健康寿命
「なぜ下半身だけが太るの？その原因と対策」

13：00～14：00
要予約 定員：10名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：家合 孝明

S

インソールから考える健康寿命
「XO脚・膝下O脚の治し方」

14：00～15：00
要予約 定員：10名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：家合 孝明

S
温活アイテムによる

デモンストレーション無料体験

13：00～14：30
要予約 定員：16名 カルチャールーム

参加費/無料 講師：篠田 真由美

シネマ交流会
「スウィングガールズ」
10：00～ （1時間42分）
14：00～（1時間42分）

要予約 各定員：10名 3階（ゲーム）シアタールーム

S

C

S

★当日参加が可能な教室
詳細は裏面をご確認ください★

POLA美容教室 16：00～17：00
「花粉症に負けない生活術」

予約不要 定員：6名 カルチャールーム
参加費/無料 講師：POLA高関店スタッフ

嬉しいお土産付き！

E

E

E

S

E



良田プロによる 「ゴルフレッスン会」

～お昼の部も開催！～

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？

お昼の部も開催、ご都合に合わせてご参加ください！
※土曜日が17時開始に変更となりました

3月1日（水）18：00～20：00
3月15日（水）14：00～17：00
3月18日（土）17：00～19：00
3月23日（木）14：00～17：00
3月25日（土）17：00～19：00

講師 ：良田 陽子プロ
（日本女子ゴルフ協会、小幡郷所属）

会場 ：3階ゴルフレンジ個室
定員 ：各時間1名30分（要予約）

※1回30分レッスン
参加費：3,300円（税込、個室打席料込み）

※予約枠は「スペシャル」となります

卓球交流会

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♪

3月5日（日）、19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

中庭でガーデニング体験！

植物が変化していく様子が見られる喜び。自分の手で
素敵にデザインする楽しさ。日常生活の癒しや
気持ちの安らぎ。ガーデニングの魅力を体験して

みませんか？
人気の季節限定イベントのため、なかなか予約が
取れないという方に・・・3月は規模を拡大して
開催いたします！ご自宅用に、プレゼント用に、

是非この機会にご参加ください♪

日程 ：3月9日（木）10：00～11：00
11:00～12：00

定員 ：各時間10名（要予約）
※予約枠は「スペシャル」となります
会場 ：1階中庭 参加費 ：2,000円
講師 ：中野 睦美
（日本園芸協会認定「ガーデニングコーディネーター」）

カルチャーイベントに関するお知らせ

◆予約枠：カルチャーイベント「合計2枠」
※開始20分前以降、空きが発生している教室に
関しては事前に予約していなくても参加が
可能になりました！是非ご参加ください♪

当日参加が可能な教室はスケジュール表「表面」に

マークが付いています。

平日デイ会員・ナイト会員・ナイト＆ホリデー会員の方で
カルチャー（スケジュール表に「C」と記載されている
もの）を受講する際は別途参加費550円（税込）が発生
いたします。参加費は当日のチェックイン時にフロントにて

お支払いください。

◆カルチャー教室・イベントでの
「材料費、または参加費が発生する全ての教室」

↓

開催日の3日前よりキャンセル料が発生
（ご予約いただいた教室の材料費、または参加費の

100％をお支払いいただきます）

先生方の事前準備の関係もございますので
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

陶芸作品販売会

昨年夏に続く第２弾！
カルチャー「陶芸教室」の講師、水野正子先生の

作品を期間限定で販売いたします。

コーヒーカップやお皿、置き物など・・・様々な
ジャンルの作品を販売予定です。また、最終日は

陶芸教室も開催。グランクラブで陶芸が体験できる！
オンリーワンの作品を作ってみませんか？

期間 ：3月4日（土）～3月6日（月）お昼まで
会場 ：1階フロント横

※陶芸教室 3月6日（月）10：00～12：00
定員 ：10名（要予約）
会場 ：カルチャールーム
材料費 ：1作品2,000円

インソールから考える
健康美容セミナー

約80％の人は、身体の土台である『踵』が歪んでいます。
その歪みから身体に起こる様々な影響を本セミナーで

説明し、解消法をお話いたします。
足についてお悩みの方・・・必見です！

日程 ：①3月6日（月）14：00～15：00
「身体の痛みと踵の関係」
②3月17日（金）12：00～13：00
「脚のむくみ・冷え解消法」
③3月20日（月）13：00～14：00
「なぜ下半身だけが太るの？その原因と対策」

④3月27日（月）14：00～15：00
「XO脚・膝下O脚の治し方」

定員 ：各日10名（要予約）
※予約枠は「スペシャル」となります

会場 ：カルチャールーム 参加費 ：無料
講師： 家合 孝明（フットアドバイザー）

大塚製薬ウェルネスセミナー
「女性の健康」について

ポカリスエットやカロリーメイトでお馴染みの
大塚製薬株式会社さまとの協業セミナー！

今月は前回開催して好評でした「女性の健康」について
女性ホルモンの基礎知識について学んでいきます。
身体の不調にお悩みの方、話を聞いてみたい方、

是非ご参加ください！
参加者全員に嬉しいお土産付きです♪

日程 ：3月23日（木）11：00～12：00
定員 ：16名（要予約）
会場 ：カルチャールーム
参加費 ：無料
講師 ：大塚製薬株式会社
※今回は女性限定イベントとなります

ジュエリーバックⓇレッスン

大人女子に大人気のジュエリーバック

キラキラと輝くヤーンで仕上げる心ときめく
ハイクオリティハンドメイドテープの組み合わせ次第

で、可愛らしくもエレガントになります。

今回は「A4サイズのトートバック」を作りましょう！
お色はゴールド・シルバーの2色からお選び

いただけます。

※ご自宅で仕上げていただく作業もありますので、
1日では仕上がりません。バックのサイズにより、
2レッスン～になります。ご注意ください。

日程 ：3月4日（土）10：00～12：00
3月19日（日）10：00～12：00

定員 ：各日6名（要予約）
会場 ：カルチャールーム
参加費 ：3,500円
講師： 金井 恵美子
（ajbジュエリーバックⓇ協会

認定講師）

お香調合教室 「桜の香袋作り」

グランクラブの人気カルチャー教室の一つ！
匂い袋作りや香道を楽しみながら、香原料・調合・香の歴史に

親しみましょう。今月は「桜の香袋作り」を行います。
春のかほりにチャレンジしてみませんか？
素敵な癒しの時間を過ごしましょう。

※桜はご用意いたします

日程 ：3月1日（水）10：00～12：00

定員 ：15名（要予約）
会場 ：カルチャールーム
参加費 ：3,000円

講師 ：関根 真理（和の香りのソムリエ、調合師）

絵画教室（水彩・パステル・色鉛筆画）

道具の貸出あり、初心者の方でもお気軽にご参加できる
教室です。絵画の世界に興味のある方、

ご参加をお待ちしております♪

日程 ：3月10日（金）、24日（金） 11：00～12：00
定員 ：16名（予約不要） 会場 ：カルチャールーム
参加費 ：500円（道具貸出込み）

講師 ： 井上 太郎
（東京藝術大学卒、高崎アートフォーラムにて日本画・水彩画・
油彩画・パステル・色鉛筆・デッサン等を指導）

～花粉による乾燥トラブルの方に～

総合保湿シルクコース！

花粉が多いこの季節に備え、シルクで保湿ケアしませんか？
シルク化粧水をたっぷり使用した保湿パックと、シルクの
ヘアエッセンスで頭皮スパが体験できるスペシャル
コースをご用意いたします！是非ご参加ください。

日程 ：3月31日（金） 10：00～14：30
定員 ：各時間1名（要予約、女性限定） 参加費：3,000円
会場 ：2階パーソナルルーム 講師：noriko

◆スケジュール◆
①10：00～10：30
②11：00～11：30
③12：00～12：30
④13：00～13：30
⑤14：00～14：30 ※施術30分
※予約枠は「スペシャル」となります
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