


5月21日（日）12：45～13：45

金額：1枠2,200円（税込） 2F ジムエリア

中村 赳琉
なかむら たける

担当者

5月23日（火）13：00～14：00

5月24日（水）19：00～20：00
定員：1枠6名
最少開催人数2名



料金：1枠2,200円

最少開催人数2名

（税込）

⼥性限定⼥性限定
理学療法⼠が教える

スッキリトレーニング脚脚

⼥性が憧れる
脚になるために

実施
要項 定員：1枠6名

実施
担当

市岡　�
理学療法師

いちおか　たける

魅
惑
�
脚
�
�

⾜が硬い⼈へ

む く
み 解

消



①脚すらっとコース

②むくみ解消コース

③脚のびのびコース

あなたの脚を変えるための3コース

【実施日】

【実施日】

【実施日】

脚を細くしたい、O脚X脚が気になる
という⽅向けの、トレーニングやス
トレッチをご案内し、綺麗な脚作り
を⽬指します。

脚のむくみが気になっている⽅向け
の、マッサージやトレーニングで、
脚がスッキリする事を⽬指します。

脚の固さにお悩みの⽅に向けたスト
レッチや改善に向けたポイントをお
伝えし、お体の負担を減らします。

5⽉3 0⽇（⽕）1 2：0 0〜1 3：0 0

上記時間以外でも実施可能です。
担当者にご相談ください。

5⽉1 6⽇（⽕）1 2：0 0〜1 3：0 0

5⽉2 3⽇（⽕）1 2：0 0〜1 3：0 0



１回

完結型

DANCE�

LESSON
75min

曲の一番盛り上がる所の振り付けを行います！！
流行りの曲や、懐かしい曲などジャンルは様々です！！

毎月変わりますのでお楽しみに♪

5月
企画



１回

完結型

DANCE�

LESSON 90min

5/30
火曜日

18:00-19:15

4月より担当

清田店　店長

吉永　俊

インストラクター歴　12年
YOSAKOI歴　14年

カッコイイダンスから可愛いダンスまで
幅広く楽しんでいただけるダンスレッスン
を行います！一緒に楽しみましょう！



プールのプールのプールの
奥深さへ！奥深さへ！奥深さへ！
フィンスイムフィンスイムフィンスイム
トレーニングトレーニングトレーニング

フィンスイミングで
いつもと違う
プール体験を
してみませんか？

担当
中村　赳琉
スクーバダイビング
ライセンス取得

すいすいコース 体験コース

5/15（月）
12：00-
担当：中村

5/16（火）
13：30-
担当：吉永

吉永　俊
スイム指導歴11年

5/20（土）
20：30-
担当：中村

5/22（月）
21：15-
担当：吉永

5/22（月）
12：00-
担当：中村

5/29（月）
21：15-
担当：吉永

5⽉企画



-フィンスイムの特徴-

①泳ぎが上手になる！
水泳では基本的に「手のかき」が重視されることが多いです。
特にクロールは６～７割は手のかきで進むと言われます。
しかし、ボディラインがクネクネしていれば水の抵抗が大きくな
って、遅くなります。
キックは泳ぎにリズムを与えてくれたり、キレイな姿勢をつくる
重要な役割を果たしています。
フィンを使って練習すると、足で水を蹴る感覚を覚えることがで
きるため、上手な身体のうねりを自然に覚えることができます。

②筋力UPに繋がる！
フィンをつければ水をかく面積が増えるので、足の筋力を鍛えるこ
とができます。
水中は浮力があるので陸上競技ほど体に負担がかかりませんが、
フィンをつければ高負荷なトレーニングができるので、短時間で効
率的に自分を追い込むことができます。
僕はフィンをつけた練習をして、初めて水泳で太ももがつりまし
た。
足先の筋肉だけでなく、太ももや腹筋まわりの大きな筋肉を使うこ
とで体幹を鍛えることが出来ます。
また、フィンをつけて負荷をかけることで、足首が強制的に伸ばさ
れて、ストレッチした状態になりやすいので、足首の柔軟性もUP
します。

③練習が楽しく感じる♪
フィンをつけると普段よりも圧倒的に速く泳げるので、泳ぐのが楽しくなり
ます。
僕が初めてフィンをつけた時は「こんなに速く泳げるんだ！」と感動したの
を今でも覚えています。
フィンをつけてのドルフィンキックやバサロキックが、フィン無しでのクロー
ルのダッシュより速いです。
また、普段より速く泳げることで、自分より速い上級者の練習についていく
ことができるので自信につながります。



- ご 参 加 さ れ る 皆 様 へ -

-コース紹介-
【フィンスイム体験コース】担当：吉永

フィンを使った事がない方へ！
フィンを使って今まで感じた
事が無いスピードや水中の
動きでプールがもっと楽しく
感じる事が出来るコースです！
是非、ご参加ください！

【すいすい泳ぐコース】担当：中村

フィンを使ったトレーニング
スイムを中心として

1KMを泳ぎ切るコースです。
今までのトレーニングとは
違った感覚を感じながら
楽しくを行います！

◆こちらのクラスはクロールが泳げる方が対象となります。
◆スイムキャップ・ゴーグルは忘れずにお持ちください。

料金：2,200円（税込）
定員：1枠6名　最少開催人数2名



-担当者紹介-

中村　赳琉
スクーバダイビング
ライセンス取得

吉永　俊
スイム指導歴12年

幼少期よりプールをならい始め小学4
年生で4泳法を習得。
その後、大学の授業などでも経験を重
ね、ホリデイスポーツクラブ清田にオ
ープニングスタッフとして入社してか
ら12年間スイミングの指導にあたって
いる.
現在も、パーソナルトレーニングにお
いてスイムレッスンを実施しており、
個人でも週に2回以上のプールトレー
ニングは欠かさず実施している、

小学生の夏季プール講習を経て4泳法
拾得。
専門学生時には沖縄で1週間の研修
の末
NAUIスクーバダイバー（Cカード）取
得。シュノーケリングから潜水まで対
応できます！
今回の企画を機に、最近ではフィン
を使用したトレーニングも行っていま
す。ドルフィンキックやストローク等
フィンの使い方を熟知しています。



新⽣活応援企画!!!新⽣活応援企画!!!

クロー
ル

クロー
ル

バタフ
ライ

バタフ
ライ

平泳ぎ平泳ぎ

背泳ぎ背泳ぎ

どんなことをが出来るの？

基 礎 L E S S O N 応 ⽤ L E S S O N

時間・料⾦・定員 開催時間について

予約受付にはスマホからの予約がオススメです！



担当者・スケジュール

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

平�基 林
12：00-13：00

背�基 安孫⼦ 
11：45-12：45
バタ�基 安孫⼦ 
12：45-13：45

背�応 安孫⼦ 
11：45-12：45
バタ�応 安孫⼦ 
12：45-13：45

背�応 安孫⼦ 
11：45-12：45
バタ�応 安孫⼦ 
12：45-13：45

平�応 吉永
15：05-16：05

1 2 3 4 5 6 7

平�基 吉永
13：30-14：30

クロ�基 林 
12：00-13：00

クロ�応 林 
12：00-13：00

クロ�基 林 
12：00-13：00

クロ�応 林 
12：00-13：00

平�基 林
12：00-13：00

平�応 吉永
15：05-16：05


