
　　※教室は通常と変更になっているところがございます。ご確認ください　　※教室は通常と変更になっているところがございます。ご確認ください　　※教室は通常と変更になっているところがございます。ご確認ください　　※教室は通常と変更になっているところがございます。ご確認ください

　※各教室は安全な教室進行の為、定員を設ける場合があります。また、教室開始後10分を過ぎての途中参加はご遠慮ください。　※各教室は安全な教室進行の為、定員を設ける場合があります。また、教室開始後10分を過ぎての途中参加はご遠慮ください。　※各教室は安全な教室進行の為、定員を設ける場合があります。また、教室開始後10分を過ぎての途中参加はご遠慮ください。　※各教室は安全な教室進行の為、定員を設ける場合があります。また、教室開始後10分を過ぎての途中参加はご遠慮ください。

20:3020:3020:3020:30

石原石原石原石原

ヨ ガヨ ガヨ ガヨ ガ

石原石原石原石原 エクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ 入門入門入門入門 サーキットサーキットサーキットサーキット

肩甲骨・骨盤肩甲骨・骨盤肩甲骨・骨盤肩甲骨・骨盤 スイミングスイミングスイミングスイミング 燃焼燃焼燃焼燃焼
19:0019:0019:0019:00

19：00～19：4519：00～19：4519：00～19：4519：00～19：45 19：00～19：4519：00～19：4519：00～19：4519：00～19：45 19：00～19：3019：00～19：3019：00～19：3019：00～19：30 19：00～19：4519：00～19：4519：00～19：4519：00～19：45

エクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ エクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ エクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ
18:0018:0018:0018:00

18：00～18：3018：00～18：3018：00～18：3018：00～18：30

デイリーデイリーデイリーデイリー デイリーデイリーデイリーデイリー デイリーデイリーデイリーデイリー

18：00～18：3018：00～18：3018：00～18：3018：00～18：30 18：00～18：3018：00～18：3018：00～18：3018：00～18：30

17:0017:0017:0017:00

16:0016:0016:0016:00

16：00～16：4516：00～16：4516：00～16：4516：00～16：45

週替わり週替わり週替わり週替わり

（週替わり）（週替わり）（週替わり）（週替わり） （週替わり）（週替わり）（週替わり）（週替わり）

4泳法4泳法4泳法4泳法 4泳法4泳法4泳法4泳法

16：00～16：4516：00～16：4516：00～16：4516：00～16：45

週替わり週替わり週替わり週替わり

★有料￥300★有料￥300★有料￥300★有料￥300

石川(裕)石川(裕)石川(裕)石川(裕) マットマットマットマット コンサルサコンサルサコンサルサコンサルサ®®®®

15：15～16：0015：15～16：0015：15～16：0015：15～16：00 コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング 石川(ま)石川(ま)石川(ま)石川(ま)

リクエストスイムリクエストスイムリクエストスイムリクエストスイム

森永森永森永森永 エクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ ヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチ 14：30～15：1514：30～15：1514：30～15：1514：30～15：15

15:0015:0015:0015:00

森永森永森永森永 大橋大橋大橋大橋

エクササイズ30エクササイズ30エクササイズ30エクササイズ30森永森永森永森永 かんたんステップかんたんステップかんたんステップかんたんステップ ピラティスピラティスピラティスピラティス

ストレッチストレッチストレッチストレッチ

14：00～14：3014：00～14：3014：00～14：3014：00～14：30

14：15～15：0014：15～15：0014：15～15：0014：15～15：00 バランスバランスバランスバランス
ボールボールボールボール

かんたんかんたんかんたんかんたん
アクアアクアアクアアクア

水中運動水中運動水中運動水中運動
14：15～15：1514：15～15：1514：15～15：1514：15～15：15 14：15～14：4514：15～14：4514：15～14：4514：15～14：45

大橋大橋大橋大橋 14：00～14：3014：00～14：3014：00～14：3014：00～14：30 13：50～14：2013：50～14：2013：50～14：2013：50～14：20 14：00～14：4514：00～14：4514：00～14：4514：00～14：45

エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス アクアアクアアクアアクア 14：15～15：0014：15～15：0014：15～15：0014：15～15：00 バランスバランスバランスバランス
ボールボールボールボール

かんたんかんたんかんたんかんたん
アクアアクアアクアアクアヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチ 14：30～15：1514：30～15：1514：30～15：1514：30～15：15 14：30～15：1514：30～15：1514：30～15：1514：30～15：15 ZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA

GOLDGOLDGOLDGOLD

アクアアクアアクアアクア

14：30～15：1514：30～15：1514：30～15：1514：30～15：15

14:0014:0014:0014:00

14：00～14：3014：00～14：3014：00～14：3014：00～14：30 森永森永森永森永 14：00～14：3014：00～14：3014：00～14：3014：00～14：30

13:0013:0013:0013:00

14：00～14：3014：00～14：3014：00～14：3014：00～14：30 石川(ま)石川(ま)石川(ま)石川(ま)

森永森永森永森永 ラテンエクスプレスラテンエクスプレスラテンエクスプレスラテンエクスプレス

13：30～14：1513：30～14：1513：30～14：1513：30～14：15 ★有料￥300★有料￥300★有料￥300★有料￥300

森永森永森永森永 ヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチ らくらくエアロらくらくエアロらくらくエアロらくらくエアロ 石川(裕)石川(裕)石川(裕)石川(裕) 森永森永森永森永 森永森永森永森永 ピラティスピラティスピラティスピラティス

エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス 13：30～14：1513：30～14：1513：30～14：1513：30～14：15 ★有料￥300★有料￥300★有料￥300★有料￥300 13：30～14：1513：30～14：1513：30～14：1513：30～14：15 入門入門入門入門 ヨガヨガヨガヨガ コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス

13：00～13：4513：00～13：4513：00～13：4513：00～13：45

13：15～14：0013：15～14：0013：15～14：0013：15～14：00 リクエストスイムリクエストスイムリクエストスイムリクエストスイム スイミングスイミングスイミングスイミング 13：15～14：0013：15～14：0013：15～14：0013：15～14：00

バタフライバタフライバタフライバタフライ
ボールボールボールボール

13：00～13：3013：00～13：3013：00～13：3013：00～13：30 13：15～13：4513：15～13：4513：15～13：4513：15～13：4513：00～13：4513：00～13：4513：00～13：4513：00～13：45 大橋大橋大橋大橋 13：00～13：3013：00～13：3013：00～13：3013：00～13：30

13：15～14：0013：15～14：0013：15～14：0013：15～14：00 リクエストスイムリクエストスイムリクエストスイムリクエストスイム

ピラティスピラティスピラティスピラティス スイムスイムスイムスイム

12:0012:0012:0012:00
12：30～13：1512：30～13：1512：30～13：1512：30～13：15

平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ平泳ぎ

エクササイズ30エクササイズ30エクササイズ30エクササイズ30 森永森永森永森永

ワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント

ヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチ 尾嵜尾嵜尾嵜尾嵜
水中運動水中運動水中運動水中運動

ヨガヨガヨガヨガ
クロールクロールクロールクロール

11：30～12：0011：30～12：0011：30～12：0011：30～12：00 11：15～12：0011：15～12：0011：15～12：0011：15～12：00 初級エアロ初級エアロ初級エアロ初級エアロ

12：30～13：0012：30～13：0012：30～13：0012：30～13：00 12：30～13：0012：30～13：0012：30～13：0012：30～13：00

森永森永森永森永 11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45 11：00～11：3011：00～11：3011：00～11：3011：00～11：30

11：30～12：0011：30～12：0011：30～12：0011：30～12：00 11：15～12：0011：15～12：0011：15～12：0011：15～12：00 初級エアロ初級エアロ初級エアロ初級エアロ
背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ

ボールボールボールボール
アクアダンスアクアダンスアクアダンスアクアダンス

ヨ ガヨ ガヨ ガヨ ガ

11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45 11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45 11：00～11：3011：00～11：3011：00～11：3011：00～11：30 11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45 11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45 ボールボールボールボール

背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ背泳ぎ
アクアアクアアクアアクア ヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチヨガストレッチ 窪津窪津窪津窪津 コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング 石原石原石原石原 窪津窪津窪津窪津 アクアアクアアクアアクア

11:0011:0011:0011:00

ボールボールボールボール 森永森永森永森永 11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45 11：00～11：3011：00～11：3011：00～11：3011：00～11：30 11：00～11：4511：00～11：4511：00～11：4511：00～11：45

エクササイズ30エクササイズ30エクササイズ30エクササイズ30 森永森永森永森永 石原石原石原石原

10：00～10：4510：00～10：4510：00～10：4510：00～10：45
10：00～10：1010：00～10：1010：00～10：1010：00～10：10

おはようおはようおはようおはよう
ストレッチストレッチストレッチストレッチ

10：00～10：1010：00～10：1010：00～10：1010：00～10：10

おはようおはようおはようおはよう
ストレッチストレッチストレッチストレッチ

10：00～10：4510：00～10：4510：00～10：4510：00～10：45

ボールエクササイズボールエクササイズボールエクササイズボールエクササイズ ヨ ガヨ ガヨ ガヨ ガ ファイティングファイティングファイティングファイティング
エクササイズエクササイズエクササイズエクササイズ

初級エアロ初級エアロ初級エアロ初級エアロ ボールエクササイズボールエクササイズボールエクササイズボールエクササイズ

10：15～11：0010：15～11：0010：15～11：0010：15～11：00 ＆ストレッチ  ＆ストレッチ  ＆ストレッチ  ＆ストレッチ  

窪津窪津窪津窪津 バランスバランスバランスバランス エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス 窪津窪津窪津窪津

＆ストレッチ  ＆ストレッチ  ＆ストレッチ  ＆ストレッチ  石原石原石原石原 窪津窪津窪津窪津 10：30～11：1510：30～11：1510：30～11：1510：30～11：15
10:0010:0010:0010:00

10：00～10：1010：00～10：1010：00～10：1010：00～10：10

おはようおはようおはようおはよう
ストレッチストレッチストレッチストレッチ

10：00～10：1010：00～10：1010：00～10：1010：00～10：10

おはようおはようおはようおはよう
ストレッチストレッチストレッチストレッチ

10：00～10：4510：00～10：4510：00～10：4510：00～10：45 10：00～10：4510：00～10：4510：00～10：4510：00～10：45 10：00～10：4510：00～10：4510：00～10：4510：00～10：45

9：45～9：559：45～9：559：45～9：559：45～9：55
おはようおはようおはようおはよう

ストレッチストレッチストレッチストレッチ
9:309:309:309:30

9：45～9：559：45～9：559：45～9：559：45～9：55
おはようおはようおはようおはよう

ストレッチストレッチストレッチストレッチ

9：45～9：559：45～9：559：45～9：559：45～9：55
おはようおはようおはようおはよう
ステップステップステップステップ

バランスバランスバランスバランス エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス

10：30～11：1510：30～11：1510：30～11：1510：30～11：15 10：15～11：0010：15～11：0010：15～11：0010：15～11：00

スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプールスタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール

9：45～9：559：45～9：559：45～9：559：45～9：55
おはようおはようおはようおはよう

ストレッチストレッチストレッチストレッチ

9：45～9：559：45～9：559：45～9：559：45～9：55
おはようおはようおはようおはよう

ストレッチストレッチストレッチストレッチ

日（通常）日（通常）日（通常）日（通常） 月（短縮）月（短縮）月（短縮）月（短縮）
営業営業営業営業
時間時間時間時間

9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～9：30～9：30～9：30～17：3017：3017：3017：30

休休休休
館館館館
日日日日

9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～20：309：30～20：309：30～20：309：30～20：30 9：30～9：30～9：30～9：30～17：3017：3017：3017：30

スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール スタジオスタジオスタジオスタジオ プールプールプールプール

土土土土 日（通常）日（通常）日（通常）日（通常） 月 (短縮)月 (短縮)月 (短縮)月 (短縮) 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

水島愛あいサロン　スポーツフロア　ゴールデンウィーク期間　教室スケジュール案内水島愛あいサロン　スポーツフロア　ゴールデンウィーク期間　教室スケジュール案内水島愛あいサロン　スポーツフロア　ゴールデンウィーク期間　教室スケジュール案内水島愛あいサロン　スポーツフロア　ゴールデンウィーク期間　教室スケジュール案内

4/274/274/274/27 4/284/284/284/28 4/294/294/294/29 4/304/304/304/30 5/15/15/15/1 5/25/25/25/2 5/35/35/35/3 5/45/45/45/4 5/55/55/55/5 5/65/65/65/6

※※※※ 営業時間営業時間営業時間営業時間

１７：３０１７：３０１７：３０１７：３０

までですまでですまでですまでです。。。。

※※※※ 営業時間営業時間営業時間営業時間

１７：３０１７：３０１７：３０１７：３０

までですまでですまでですまでです。。。。


