
11月1日㈪　～　11月6日㈯

曜日

時間/場所 プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ

10:00

10:30

11:00

11:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

11月8日㈪　～　11月13日㈯

曜日

時間/場所 プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ プール スタジオ

10:00

10:30
10：30～10：50

ストレッチ　吉田佳美

11:00

11:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

18:30

19:00

19:30 内容： Personal Training GYM「POCOPHY」（尾鷲市） 内容： 音楽に合わせて行うヨガ・ピラティス

20:00 嘉屋トレーナーによる特別クラス「ボディメイクの秘訣」 楽しく、心身が整う運動プログラムです。

20:30 座学実技を交えた90分間のクラスです。　定員20名 定員　15名

プール教室 スタジオ教室

紀北健康センター４周年記念

無料券で参加できるプログラム

19：30～20：30

ヨガ・リラクゼーション

西村里緒

特別クラス「ボディメイクの秘訣」11月6日㈯15時30分～17時

Personal trainer　嘉屋智也 （ POCOPHY ）

MOSSA Group Centergy　月曜日13時30分～・水曜日19時30分～

Rio Haruto Ryoto

19：30～20：15

アクアビクス

中井直美

19：30～20：15

GBM

家崎仁成

19：30～20：30

成人水泳教室（中級）

奥村将光

19：30～20：30

エアロビクス

中井直美

19：30～20：30

成人水泳教室（上級）

内山將文

19：30～20：30

MOSSA Group Centergy

西村・松永・佐々木

19：30～20：30

成人水泳教室（初級）

奥村将光

19：30～20：30

エキサイティングベリー

川竹みな・フローネ麻代

10：30～11：15

コアトレ

佐々木亮斗

13：30～14：30

MOSSA Group Centergy

西村・松永・佐々木

13：30～14：30

やさしいヨガ

宮岡彩乃

13：30～14：15

水泳体操

井上・家崎

13：30～15：00

楊名時太極拳

山口　静恵

13：30～14：15

ヒメトレ

藤倉貴子

11月8日　月曜日

10：30～11：15

朝ヨガ

西村里緒

13：30～14：30

やさしいヨガ

宮岡彩乃

13：30～15：00

楊名時太極拳

山口　静恵

10：30～11：15

朝ヨガ

西村里緒

10：30～11：30

成人水泳教室（中級）

井上美奈

11月13日　土曜日

10：30～11：30

成人水泳教室（初級）

井上美奈

10：30～11：15

ストレッチポール

藤倉貴子

10：30～11：30

フィットネスヨガ

中井直美

10：30～11：30

成人水泳教室（初級）

井上美奈

10：30～11:15

かんたんエアロ

松永晴登

11月9日　火曜日 11月10日　水曜日 11月11日　木曜日 11月12日　金曜日

19：30～20：30

エキサイティングベリー

川竹みな・フローネ麻代

19：00～20:00

デトックスヨガ

宮岡彩乃19：30～20：30

成人水泳教室（中級）

奥村将光

19：30～20：30

エアロビクス

中井直美

休館日

13：30～14：30

MOSSA Group Centergy

西村・佐々木

19：30～20：30

成人水泳教室（初級）

奥村将光

13：30～14：15

ヒメトレ

藤倉貴子

10：30～11：30

成人水泳教室（初級）

井上美奈

10：30～11：15

ストレッチポール

藤倉貴子

10：30～11：30

フィットネスヨガ

中井直美

10：30～11:15

かんたんエアロ

家崎仁成

10：30～11：30

成人水泳教室（中級）

井上美奈

10：30～11：30

はじめてのヨガ

宮岡彩乃

19：30～20：15

アクアビクス

中井直美

19：30～20：15

GBM

家崎仁成

11月6日　土曜日11月1日　月曜日 11月2日　火曜日 11月3日　水曜日 11月4日　木曜日 11月5日　金曜日

〇フィットネス教室の参加方法

１．無料券を切り離してフィットネス教室の当日にお持ちください。

２．各定員15名の先着順です。予約受付開始は11月1日㈪朝10時から開始します。（会員優先受付10月28日㈭朝10時より）

３．予約方法は、ご本人様が紀北健康センター受付窓口かお電話にて予約を入れてください。

４．当日、プールやジムをご利用になる場合は別途施設使用料が必要です。

５．無料券は11月1日㈪～13日㈯までが有効期間です。期間内お一人様2回まで無料で参加して頂けます。

６．新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大紀町より三重県南部に在住の方以外のご利用はお断りしています。

コアトレ：

佐々木亮斗インストラクター

体幹を引き締め、姿勢改善や肩こり腰

痛の予防を図ります。初心者の方から

気軽に参加できるプログラムです。

ヨガ・リラクゼーション：

西村里緒インストラクター

呼吸・心・体を整えるヨガ。

1日の疲れやストレスを緩和します。

中井直美　Fitness Instractor 
クラス名 内容 対象者

エアロビクス

音楽に合わせてダンスを行う有酸素運

動。ストレッチや筋トレも含む全身運

動です。

初心者～

アクアビクス

水中で音楽に合わせて行う有酸素運動

です。水の抵抗や浮力といった特性を

活用した運動です。

初心者～

フィットネスヨガ

エアロビクスとヨガを組み合わせた運

動です。身体を動かした後にヨガを行

うことで、より深くリラックスできま

す。

初心者～

宮岡彩乃　Yoga Teacher 
クラス名 内容 対象者

やさしいヨガ
適度に身体を動かして、心と体を解し

たい方におすすめのヨガです。
初心者～

デトックスヨガ

デトックス効果の高いヨガのポーズを

行くことで、心身に滞った余分な老廃

物の排出を促します。

初心者～中級者

はじめてのヨガ

ヨガの基本的なポーズを一つひとつ練

習します。ヨガ初心者の方におすすめ

です。

初心者～

山口静恵　太極拳師範 
クラス名 内容 対象者

楊名時太極拳

深く呼吸をして、酸素を取り入れなが

ら筋肉の伸縮を行う太極拳です。健康

増進にどうぞ。

初心者～

 川竹美奈・フローネ麻代　Belly Dance Instractor
クラス名 内容 対象者

エキサイティングベリー

自分の体がワクワクする。よろこぶ。

心と体が連動する瞬間を見つけるスト

レッチダンス。

初心者～

藤倉貴子　Fitness Instractor
クラス名 内容 対象者

ストレッチポール

筋肉を緩めて骨格を正し、コアの活性

化、体をリセットして、コリや疲れな

どの不調を改善します。

初心者～

ヒメトレ

4㎝ほどのポールを使用します。骨盤

底筋を活性化して腰痛や尿漏れの予防

改善を行います。

初心者～

西村里緒　Yoga Instractor
クラス名 内容 対象者

朝ヨガ

心と体の目覚め。心地よい身体づくり

を目指します。運動不足解消にもおす

すめします。

初心者～

松永晴登　Fitness Instractor
クラス名 内容 対象者

かんたんエアロ

初心者向けのエアロビクス教室。基本

的なステップを中心に楽しく運動しま

す。

初心者～

吉田佳美　Fitness Instractor
クラス名 内容 対象者

ストレッチ教室（無料）

ストレッチで全身をほぐします。スト

レッチで身体の準備を整えてジムでの

運動を頑張りましょう。

初心者～

家崎仁成　Athletic trainer
クラス名 内容 対象者

ガチンコ

ボディメイクジム

高強度インターバルトレーニング。体

力の向上やシェイプアップに効果的で

す。

中級者～

井上美奈　Swimming Coach
クラス名 内容 対象者

水泳体操
泳ぎやすくなる体操教室です。スト

レッチやコアトレを行います。
初心者～

成人水泳教室（初級）
初心者向けの水泳教室。これから水泳

を習う方にお勧めします。
初心者～

成人水泳教室（中級）
息継ぎの完成、クロールの習得を目指

して練習します。
中級者～

成人水泳教室（上級）
クロールだけでなく、平泳ぎ、背泳

ぎ、バタフライの練習を行います。
上級者

奥村将光　Swimming Coach

成人水泳教室（中級）
息継ぎの完成、クロールの習得を目指

して練習します。
中級者～

内山將文　Swimming Coach

成人水泳教室（上級）
クロールだけでなく、平泳ぎ、背泳

ぎ、バタフライの練習を行います。
上級者

特別クラス 定員20名

11月6日㈯

15時30分～17時

「ボディメイクの秘訣」

嘉屋智也（POCOPHY）


