
〒451-0015 愛知県名古屋市西区香呑町6丁目49-1

受付時間
10:00～18:00

「まちコミ教室」事務局
イオンタウン名西 2Fキッズ広場横 0800-2000-580

携帯電話・スマホの方は
QRコードが便利です↑

※教室により材料費、参加費等かかる場合がございます。ご確認のうえお申込みください。※参加費が必要な教室については、お釣りのないようにご用意ください。※各教
室には定員がございます。※申込みが定員に達した場合は、キャンセル待ちとして受付し、キャンセルが出次第、電話連絡によりご案内いたします。※キャンセルの場合
は、必ず前日までに事務局へご連絡ください。また、やむを得ない場合を除き、直前のキャンセルはご遠慮ください。当日のキャンセルについては、材料費等の請求をさせ
ていただく場合がございます。※開始時間の10分前にはご来場のうえ、まちコミ教室事務局moms.の受付カウンターにて受付を済ませてください。※テナント主催講座
において、チラシ等配布物をお渡しすることはありますが、勧誘をしたり、個人情報を伺ったりすることはございません。※受講中の撮影・録音・録画は主催者が許可をし
た場合を除き固くお断りします。※受講中の怪我について、応急処置はいたしますが、以後の責任は負いかねます。万が一に備え、保険への加入をお勧めします。詳細は事
務局へおたずね下さい。※講師の急病や事故等、緊急事態が発生した場合、やむを得ず教室を中止とすることがあります。※警報発令時など悪天候の際は、外の状況やその
先の予測情報などから判断して、レッスンの有無を決定します。各講座開始の2時間前を目処にブログに掲載しますので、各自でご確認をお願いします。moms.活動ブロ
グ https://ameblo.jp/moms-katsudou/この場合、原則として代替日は設けません。

ご参加される前に必ずお読みください

店頭受付
（受付時間/10:00～18:00）にて、
開催日の3日前までにお申込みください。

http://moms.ciao.jp/

検索名古屋市西区  マムズ

ホームページ
下記フリーダイヤルより「まちコミ教室」
事務局へお申込みください。

フリーダイヤルキッズ広場横窓口

お気軽にお申込みいただけます!「まちコミ教室」お申込み方法

まちコミ教室の
お申込み・お問合せ

講座の対象や内容がアイコンとカラーで見つけやすくなりました。

成人女性 子ども 親子・ベビー成人男性 どなたでも 夜 間

フィットネス 学 習 工 作 ベビー 音 楽子 供

参加費 持ち物 講 師 主 催対 象

1日講座お手軽

5月号2019
大人・子ども・親子のためのお教室  イオンタウン名西にて開催中!!大人・子ども・親子のためのお教室  イオンタウン名西にて開催中!!

毎日の生活にちょっと役立つ教室、趣味や教養の
教室など、地域の皆様が気軽に参加できるさまざま
なジャンルの教室を、たくさんご案内して参ります。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

講座の様子は
　こちらで！

いいね！お待ちしています。いいね！お待ちしています。

※参加費のお支払いは現金のみとなります。  
※教室は都合により予告なく変更または中止になる場合もございます、予めご了承願います。
※会場は、指定があるものを除き、イオンタウン名西2階まちコミホールです。

●会 場　2階 キッズ広場ぽんぽん

大人も子どももみんなで
一緒に楽しみましょう。

親子の読み聞かせ会

土5/25 13:30～14:00

●会 場　未来屋書店内 キッズコーナー未来屋書店スタッフ

子どもが好きな手遊びも
ご用意しております。

おはなし会

火5/14 13:30～13:50

申込み
不要無料絵本・紙芝居の読み聞かせ親子で楽しめる!

体を整えるだけでなく、精神的な落ち着
きを得られるので、男性の仕事や健康に
も効果大！

大きめのバスタオル、
汗拭きタオル、水分補給用飲み物
IHTA認定ヨガインストラクター　高木 明子

1回 1,300円
男性

土5/11・25 13:00～14:00

はじめての男ヨガ
体の硬い方、シニアの方もぜひ！

月5/13・20 13:45～14:45

生活習慣や日々の忙しさで、骨盤が締まった
状態が続くと、イライラや不眠、不調の原因と
なります。骨盤を中心に、全身をあるべき姿に
戻すことを主な目的とします。

ビューティー・ペルヴィス認定講師　浅井 由紀

1回 1,300円
成人女性

ヨガマット又はバスタオル、汗拭きタオル、
水分補給用飲み物

呼吸を整え 自律神経の改善5月

骨盤をととのえて
10年後の体調に備える！
～ビューティー・ペルヴィス～

赤ちゃんが大好きなわらべうたを歌い
ながらベビーマッサージをします。
簡単に覚えられ、楽しい、リラックス、
安眠など、親子双方にとって◎！

わらべうたベビーマッサージ

日5/12

パパの育児参加を応援します！

わらべうたベビーマッサージ
インストラクター　田口 禮子

バスタオル、水分補給用飲み物
赤ちゃんの対象月齢 2ヶ月～

＜共通のご案内＞

パパクラス

1組 1,000円
パパと赤ちゃん

11:15～12:0010:15～11:00

大人1名と赤ちゃんで 1,000円
大人2名と赤ちゃんで 1,500円

ママ・パパと赤ちゃん

2部

ママはフリータイム！

パパ・ママクラス 1部

ベビーマッサージで、赤ちゃんとの
コミュニケーションを深めましょう。
赤ちゃんの笑顔でママも癒されます！
※ベビーマッサージは、お洋服をつけ
たまま行います。

木5/9・16・23

ベビーマッサージ教室

バスタオル、水分補給用飲み物
BBFF認定 産後ライフアドバイザー　川原 しのぶ

1回 1,200円

生後2ヶ月～ 1才くらい
までの赤ちゃんとママ

10:15～11:00

慌ただしい日常の中で委縮していく体と心を
リリースして、本来の自分に戻していくヨガ 。
静かに自分自身と向き合い、心と身体に耳を
傾けましょう。

どなたでも

バスタオル又はヨガマット、
汗拭きタオル、水分補給用飲み物
全米ヨガアライアンスRYT200、健康管理士一般指導員　社本 千香

1回 1,500円

火5/7・14・21 19:10～20:00

こころやすらぐヨガ
毎日忙しく過ごしているあなたに!

毎月第1・2・3
火曜日開催

IHTA認定ヨガインストラクター　高木 明子

1回 1,300円
成人女性

ヨガマットまたはバスタオル、
汗拭きタオル、水分補給用飲み物

リラックスヨガ
健康なカラダづくりに！

穏やかな呼吸とリラックス効果の
高いポーズで、身体のバランスを
整えて姿勢もキレイに。
ヨガが初めての方も、体を動かす
事が苦手な方もぜひ♪
※動きやすい服装でお越し下さい。

14:15～15:155/11・25 土

産後ケア、バランスボールインストラクター　横石 亜紀

大人 1,000円  子ども 500円
男女どなたでも（子連れOK）※小学生～子どものみの参加可

タオル、水分補給用飲み物
ボールレンタル代300円
※未就園児でボール不要の方は無料

土5/25 10:15～11:00

骨盤を整え、体幹強化女 性

運動不足解消、体幹強化男 性

バランス感覚・運動神経の向上、姿勢矯正子ども

バランスボールエクササイズ
大人も子どももみんなOK!

リハビリから生れたエクササイズなので、
関節に負担をかけずに体力アップができます。

小塚 佐知子
1回 500円どなたでも

水分補給用飲み物

いい歌を大きな声で歌うのはとても気持
ちが良いですね。心にたまったストレスや
モヤモヤした気持ちも、声と一緒に吐き出
してすっきりしましょう！

月5/13・27 13:00～13:45

しあわせ歌声サークル
童謡や唱歌、懐かしい名曲をご一緒に!

木5/9・16・23
産後にゆるんだ骨盤を調整しながら、
全身を整えて腰痛、尿漏れなどのトラ
ブルを解消しましょう。身体が整うと、
育児がもっと楽しくなりますよ！

ヨガマットまたはバスタオル、水分補給用飲み物
BYA認定 骨盤調整ヨガ®　講師　川原 しのぶ

1回 1,200円

生後6ヶ月以降のお子さんを
お持ちのママ
※ママのみの参加も可

11:15～12:00

骨盤調整ヨガ子連れOK!

大きめのバスタオル、汗拭きタオル、
水分補給用飲み物
全米ヨガアライアンスRYT200、
産後ケアトレーニング資格　上田 静香

１ヶ月3回　一括払い3,000円
単発　各1,200円

生後2ヶ月から1歳
くらいまでの赤ちゃんとママ

産後でも無理なくできるヨガは、
呼吸を意識して行うことで、自律
神経のバランスを整えます。

産後リカバリーヨガ

金5/10・17・24 10:15～11：00

ベビーと
一緒に!

ハーバリウム5月

※サンプル写真はイメージです。

手芸のクラフトハートトーカイ・長谷川 講師
1,000円（1個）
どなたでも

火5/28 10:30～12:00

お申込み期限
5/27（月）簡単手作り教室

きれいな花や緑をビンの中に封じ込め、
専用オイルを使用して立体的な姿を
楽しみましょう！
お気軽にご参加ください♪

金5/10・17・24 10:15～11:00

医学的根拠に基づいたエクササイズで、ストレッチ
とともに、効率よく筋肉をつけることができます。
骨格のゆがみや筋力不足による体調不良を改善し
たい人におすすめします。

ピラティスインストラクター　松本 陽子

1回 1,000円
成人女性

バスタオル又はヨガマット、
汗拭きタオル、水分補給用飲み物

インナーマッスルを強化して、
身体全体を整える

体に負担なく筋肉を
つけたい方に！
～はじめてのピラティス～

5月

5月1日～5月6日の間、受付業務をお休み致します。

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

マット運動（前転、後転、
逆立ちなど）や鉄棒を中心に指導します。

体育応援教室
基礎体力、基本的な運動能力の向上に！

※保険代+諸費1,000円 (保険に加入済の方は200円)
※保護者の付添いをお願いします。※講座の対象年齢となるお子様の付添いによる
　入室については、見学料として1回500円を頂きます。

汗拭きタオル、水分補給用飲み物 児童体育教室講師　惠 隆雄
4回一括払い 5,000円

各年齢に応じて
指導します

3才～小学生

10:10～11:00

パパ・ママも楽しく
　運動しよう！

（4回コース）

5/11・18
6/ 1・15

土

土

人とのかかわりを大事にして社会性を
育て、カラダ全体で音感・リズム感など
の音楽的要素を吸収していきます。
また、学校での音楽教育に備えます。

水5/29 16:00～17:00

園児～小学生のリトミック
「心・からだ・頭」をはぐくむ人格形成教育

水分補給用飲み物
リトミック研究センター
ディプロマＡ  上山 歌織・天木 悠有子

子ども1人 1,500円

ご都合に合わせて1回から
参加ができます!

火6/25 10:30～11:30

愛される表情をはぐくむ子育てのコツ
　　悪い歯並びは予防できる!

徳倉歯科口腔外科・矯正歯科　歯科医師　博士（歯学）　徳倉　圭
徳倉歯科口腔外科・矯正歯科　言語聴覚士　牧野 素子

（あると良いもの）筆記用具、
いつも使用しているスプーンや食器
食事の様子　使用しているイスの写真
（スマホで撮影した写真で結構です）

1,000円どなたでも（子連れOK）

子どもの歯並びや口元の表情は、日頃の生活
習慣の影響を大きく受けています。
母乳やミルクの与え方、離乳食の食べさせ方な
どが、口呼吸などの問題に大きく影響を与え
ます。3歳までに気を付けることを学び、将来
の悪い歯並びを予防しましょう。

講義の後、質問や相談の時間を
設けますので、子どものお口に

不安のある方はぜひご参加ください。

～3歳までの子育てで、ママに知っておいてほしいこと～

　　０歳から５歳まで使える
オリジナルテキスト進呈!!

先生作製の

プレゼント！！

　　　 美味しい
コーヒーの淹れ方講座

NEW!

NEW!

マグカップ、タオル
ワルツ株式会社 RCSイオンスタイル
豊田店店長兼珈琲教室担当 寺町 崇秀

お1人 500円（お菓子付）
どなたでも

　　実際にハンドドリップをして
　 淹れたコーヒーを、お菓子を
　 食べながら楽しみましょう！
アレンジカプチーノもご紹介します！

おうちでコーヒーを楽しむ為の
簡単な淹れ方講座です。

日5/19 10:30～12:00 お申込み期限 5/14（火）inイオンタウン名西
木5/30 10：30～11：30

西児童館 （共催 moms.）
幼児と保護者

※受付10：20～

おもちゃ広場、制作あそび
（牛乳パックのぱくぱくかえる）、
ふれあいあそび、絵本の読み聞かせ、
パラバルーンあそびなど、
親子で楽しめる出し物を予定して
います！お気軽にご参加ください。

みんな遊びに
来てね♪

申込み
不要無料

イベント

移 動 児 童 館西児童館が
やってくる!

会 場  2階 まちコミホール

当日先着45組



★印は1日講座です。2019 5月 講座スケジュール カレンダー 講座の詳細はmoms.HPをご覧ください。http://moms.ciao.jp/

習 い 事
安くて内容充実！

おけいこ始めませんか？

移動児童館inイオンタウン名西
2Fまちコミホール

月 火 水 木 金 土 日

13 14 15 16 17 18 19

6 7 8 9 10 11 12

20 21 22 23 24 25 26

27にっこりゆったりヨガ
282930子どもバレエ
313233チアダンス
★はじめてのピラティス
★産後リカバリーヨガ

2122えいごdeあそぼ　
23アロマヨガ
24やさしいヨガ
2526ヒップホップ
★ベビーマッサージ教室
★骨盤調整ヨガ

★わらべうたベビーマッサージ1・2

❽きれいヨガ
❾女性キックボクシング
10ママフラ  11大人フラ
12たのしい英会話
1314子どもフラ
1516子どもバレエ
17こども絵画教室
★おはなし会  
★こころやすらぐヨガ

1819リトミック ベビー1・2
20リトミック キッズ

❶リトミック ベビー
❷リトミック キッズ
❸❹園児・小学生の英語教室 
❺❻子どもの水習字＆かきかた
❼大人のペン習字
★ビューティー・ペルヴィス

27にっこりゆったりヨガ
282930子どもバレエ
313233チアダンス
★はじめてのピラティス
★産後リカバリーヨガ

34みんなのフラ
★体育応援教室
★はじめての男ヨガ
★リラックスヨガ
★大人のペン習字
★小学生の水習字＆かきかた

2122えいごdeあそぼ　
23アロマヨガ
24やさしいヨガ
2526ヒップホップ
★ベビーマッサージ教室
★骨盤調整ヨガ

❽きれいヨガ
❾女性キックボクシング
10ママフラ  11大人フラ
12たのしい英会話
1314子どもフラ
1516子どもバレエ
17こども絵画教室  
★こころやすらぐヨガ

1819リトミック ベビー1・2
20リトミック キッズ

❶リトミック ベビー
❷リトミック キッズ
❸❹園児・小学生の英語教室 
❺❻子どもの水習字＆かきかた
❼大人のペン習字
★しあわせ歌声サークル
★ビューティー・ペルヴィス

34みんなのフラ
★体育応援教室

★バランスボールエクササイズ
★はじめての男ヨガ
★親子の読み聞かせ会
★リラックスヨガ
★大人のペン習字
★小学生の水習字＆かきかた

27にっこりゆったりヨガ
282930子どもバレエ
313233チアダンス
★はじめてのピラティス
★産後リカバリーヨガ

2122えいごdeあそぼ　
23アロマヨガ
24やさしいヨガ
2526ヒップホップ
★ベビーマッサージ教室
★骨盤調整ヨガ

❽きれいヨガ
❾女性キックボクシング
10ママフラ  11大人フラ
12たのしい英会話
1314子どもフラ
1516子どもバレエ
17こども絵画教室  
★こころやすらぐヨガ

★美味しいコーヒーの淹れ方講座

1819リトミック ベビー1・2
20リトミック キッズ

❶リトミック ベビー
❷リトミック キッズ
❸❹園児・小学生の英語教室 
❺❻子どもの水習字＆かきかた
❼大人のペン習字
★しあわせ歌声サークル

★簡単手作り教室 ★園児～小学生のリトミック

29 30 1 2 3 4 5憲法記念日 みどりの日 こどもの日

こどもの日　振替休日

5月1日～5月6日まで、
お休みさせていただきます。

27 28 29 30 31 1 2

曜日 Tuesday火 第1・2・3開催

深い呼吸と無理のないポーズで心身のバランスを整えます。初めての方・体の硬い方も安心して参加できます。
心も体もスッキリとした状態をつくりだし、身体の内側からキレイを目指します。

●持ち物　大判タオル（ヨガマット）・汗拭きタオル・水分補給用飲み物 年会費 700円

成人女性  10:10～10:55きれいヨガ ❽

3,000円/月

子どもフラ 小・中学生　16:45～17:3014園児　15:45～16:3013

子育て中のママ（子連れOK）  11:15～12:00やさしいフラ（ママフラ） 10
成人女性（大人のみ）  13:00～13:45やさしいフラ（大人フラ） 11

年齢に関係なく楽しめます。初心者の方も、大歓迎！基本のステップから、丁寧に指導いたします。
上品で優雅なフラを、一緒に楽しんでみませんか！ママフラ：産後のボディリフォーム、ウエストシェイプに活用しましょう!
／大人フラ：女性らしい動きで、インナーマッスルを鍛えましょう!

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物・筆記用具 年会費 700円各3,500円/月 講師　橋本 さとみ講師　橋本 さとみ

英語、ハワイ語の歌に親しんで、優雅な動きとアロハの心（やさしさ、思いやり、謙虚さ、忍耐強さ、調和）を
身につけて、笑顔の素敵なフラガールになりましょう。

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物 年会費 1,500円各3,500円/月

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物 年会費 1,500円キッズ 3,500円/月・ジュニア 4,000円/月

音楽に合わせて身体を動かすことで、リズム感や柔軟性、表現力を身に
つけます。バレエを通して健康で豊かな心と身体づくりをしましょう。

講師　吉川 優子講師　吉川 優子

年会費 1,500円4,000円/月●持ち物　絵の具一式、クレヨン、ぞうきん

考えて・感じて・想像して。だれでもない君だけの作品を作っていきましょう。

園児・小学生  18:00 ～ 18:45こども絵画教室 17

講師　鈴木 れいこ講師　鈴木 れいこ※体験 1,300円

全身運動なので、ダイエット、ストレス発散に期待大！おしりや脚など他のエクササイズでは効きにくい部分が
鍛えられたり、腰をねじる動きが多いので、ウエストのサイズダウンにも。

●持ち物　軍手、汗拭きタオル、水分補給用飲み物、グローブ（お持ちの方） 講師　超弁慶講師　超弁慶年会費 700円

成人女性  11:15 ～ 12:00女性キックボクシング教室 ❾

3,500円/月

講師　橋本 さとみ講師　橋本 さとみ

講師　AYUMI講師　AYUMI

キッズ（園児）
15:45～16:30子どもバレエ ジュニア（小・中学生）

16:40～17:251615

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物

●持ち物　座布団・雑巾（新しいもの）・鉛筆（2B～ 4B）

リトミックは、音楽を使って子どもの「心・からだ・頭」をはぐくむ、総合教育です。
音に合わせて体を動かしたり、音に反応して自由に表現をすることで、集中力、創造力、想像力を養います。

年会費 1,500円各3,300円/月

※「子どもの水習字＆かきかた（2部）」と合同クラスです。 講師  伊藤 桃苑講師  伊藤 桃苑

講師  伊藤 桃苑講師  伊藤 桃苑※教材費別途

※教材費別途年会費 700円3,500円/月

基礎からしっかりと学習して美しい文字を身につけ、日常に役立てるよう一緒に頑張りましょう！
年賀状、お礼状、のし袋書き等、その時々で必要な事にも対応させて頂きます。

興味を持った時が始めどき！鉛筆や筆の持ち方から始め、正しい姿勢で文字をしっかり書くことが出来るようにひとり
ひとり丁寧に指導いたします。『好きこそ物の上手なれ』字を書く事が好きになる！楽しく上達してもらえるお教室です。

中学生～  17:00～17:45大人のペン習字 ❼

講師  カオリ・ゆうこ講師  カオリ・ゆうこ

1部  園児～小学生
16:00～16:45 子どもの水習字＆かきかた ❺ 2部  小学生以上

17:00～17:45❻

月曜リトミックベビー ❶
2016年度生まれ 11:15～12:00月曜リトミックキッズ ❷
ひとり歩きができるお子様～ 10:15～11:00ひとり歩きができるお子様～ 10:15～11:00

年会費 1,500円各3,500円/月

曜日 Monday月 第1・2・3開催

親子

子ども

子ども

子ども

子ども

大人

大人

大人

大人

満席マーク…定員に達しているため、キャンセル待ちで受付中。
入会受付休止マーク…キャンセル待ち多数のため、受付を休止しています。受付

●持ち物　筆記用具、色筆記またはクーピー 年会費 1,500円各3,500円/月 講師　Masumi講師　Masumi

小学校での英語に備えるために、何よりも大事な、英語が楽しい！好きになる！経験からスタートしましょう。毎月のテーマに
沿った、歌、チャンツ、絵本、ゲームを中心に、工作など、楽しいアクティビティを通じて学びます！

子ども
園児（年少～）
15:45 ～ 16:30

小学生（1～3年生）
16:45 ～ 17:30❹園児・小学生の英語教室 ❸

かんたんな日常会話から、海外旅行で使えるフレーズなど
初歩的な内容からたのしく学びましょう。

●持ち物　筆記用具、ノート 講師　川畑 真弓講師　川畑 真弓年会費 700円

一般成人  13:00 ～ 13:45たのしい英会話 12

3,500円/月

大人

曜日 Wednesday水 第1・2・3開催

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物

リトミックは、音楽を使って子どもの「心・からだ・頭」をはぐくむ、総合教育です。音に合わせて体を動かしたり、
音に反応して自由に表現をすることで、集中力、創造力、想像力を養います。

講師 ゆうこ・カオリ講師 ゆうこ・カオリ年会費 1,500円各3,300円/月

2016年度生まれ　11：35～ 12：20水曜リトミックキッズ 20
水曜リトミックベビー  18 ベビー 1

9：45～ 10：30
ベビー 2 
10：40～ 11：251919ひとり歩きができるお子様～ひとり歩きができるお子様～

親子

曜日 Saturday土

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物

どなたでも  11:15～12:15

年会費  大人700円／子ども1,500円3,500円/月

みんなのフラ 34
平日忙しい方、身体を動かす機会の少ない方に、フラで楽しくリフレッシュしませんか♪はじめてさんも大歓迎！

※大人1名につき、子ども1名同伴可※大人1名につき、子ども1名同伴可

講師　桑原 元子講師　桑原 元子

第1・2・4開催

親子

曜日 Friday金 第1・2・3開催

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物

音楽に合わせて身体を動かすことで、リズム感や柔軟性、表現力を身につけます。
バレエを通して健康で豊かな心と身体づくりをしましょう。

講師　吉川 優子講師　吉川 優子

●持ち物　大きめのバスタオル、汗拭きタオル、水分補給用飲み物 年会費 700円

成人女性  11:15 ～ 12:15にっこりゆったりヨガ 27

3,500円/月 講師　AYUMI講師　AYUMI

ヨガが初めての方、運動に自信のない方もぜひ！
心地よく身体を動かしながら、毎日を楽しく暮らすヒントも見つけていきましょう。

年会費 1,500円
1年少～年長・初心者            3,500円/月
2年長～小2 3小2～中学生  4,000円/月

年会費 1,500円各3,500円/月

ストレッチで柔軟な体を作り、ダンスを楽しく踊る事でリズム感や元気な笑顔を身につけます。
レッスンでは、礼儀や挨拶も大切にしていきます。みんなを元気にする事ができる、素敵なチアリーダーになりましょう！！

講師　磯貝 幸子講師　磯貝 幸子●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物

1年少～年長・初心者
15:40～16:2528子どもバレエ 292年長～小2

16:40～17:25
2年長～小2
16:40～17:25 30

3小2～中学生
17:40～18:25
3小2～中学生
17:40～18:25

1年少～年長・初心者
15:45～16:3031チアダンス 322年長～小2

16:45～17:30
2年長～小2
16:45～17:30 33

3小2～
17:45～18:30
3小2～
17:45～18:30

子ども

子ども

大人

曜日 Thursday木

男女とも運動神経に関係なく楽しめます！基礎からしっかり指導して、リズム感、体力、身体能力を高めます。音楽に合
わせて、楽しくかっこよく踊ってみませんか！

●持ち物　室内用スニーカー・汗拭きタオル・水分補給用飲み物 講師　ARISA講師　ARISA

●持ち物　大判タオル（ヨガマット）・汗拭きタオル・水分補給用飲み物 年会費 700円

50・60代～  14:15～15:00やさしいヨガ 24

3,000円/月

●持ち物　大判タオル（ヨガマット）・汗拭きタオル・水分補給用飲み物 講師　CHIHO講師　CHIHO

講師　CHIHO講師　CHIHO

年会費 700円

成人女性  13:00～13:45アロマヨガ 23

3,500円/月

園児　16:00～16:45ヒップホップ 25 小学生　17:00～17:4526

ヨガと「アロマ」の相乗効果で、極上のリフレッシュ＆リラックス。「アロマ」には精油（エッセンシャルオイル）を使用。
毎月ブレンドする精油を変え、その特徴とヨガを組み合わせて心と体のバランスを整えていきます。
自然の香りに包まれたワンランク上の癒しの時間をあなたに♡ ※精油の性質上、妊娠中の方はご相談下さい。

ヨガは誰でも気軽に行える心と体の健康法です。穏やかな呼吸とゆったりとした動きで代謝・免疫をUP !
脳活性と心のストレス解消にぴったりです。もっともっと元気で健康な体を目指しましょう♪

年会費 1,500円各3,500円/月

第1・2・3開催

●持ち物　汗拭きタオル・水分補給用飲み物

キッズ（2～3歳児）
10:15～11:00

ベビー（1歳児）
11:15～12:00

年会費 1,500円各3,300円/月

えいごdeあそぼ 21 22

講師　ますみ講師　ますみ

「親子で【えいご】にふれる機会を作りたい！」「始めたいけど、本格的な英会話スクールはもう少し先に…」
そんな皆さん、【えいごを遊びの中にぷらす！】してみませんか？ 2か月に一度、セイハ英語学院の講師
（外国人＆日本人）によるレッスンがあります。

親子

子ども

大人

大人

※万が一に備え、お子様は全員保険に加入していただきます。（大人、同伴の子も加入できます）

年会費・保険について ●保険加入無の場合…700円
●保険加入有の場合…1,500円（子ども）、2,550円（64才以下）、1,900円（65才以上）【お知らせ】

新規入会募集中!
体験も出来ます♪1回 1,000円～※一部 1,300円 ※入会受付休止中の講座がありますのでご注意ください。（　  マーク）

※5月は13・20・27日に開催します。
※5月は8・15・22日に開催します。

※5月は9・16・23日に開催します。

※5月は10・17・24日に開催します。

※5月は11・18日に開催します。


