
月
1

代謝アップヨガ

１３：００～１３：４５

サーキットボクシング

１４：３０～１５：１５

コアコンリラックス

１５：４５～１６：３０

2 3 4 5 6 7 8
ボディメンテナンス 卓球レベルアップ　Ａ

リズムWORKOUT ９：３０～１０：１５ ９：１５～１０：１５

１０：３０～１１：１５ 卓球レベルアップ　Ｂ ステップサーキット

天空大河 １０：３０～１１：３０ １０：４５～１１：３０

１１：４５～１２：３０ ラージボール
卓球 バレトンEX

１３：３０～１４：３０ ９：３０～１０：１５

バレトン

１０：４５～１１：３０

卓球ワンポイント 高齢者筋トレ(木) コアトレ 代謝アップヨガ

１３：３０～１４：３０ １３：００～１３：４５ １４：３０～１５：１５ １３：００～１３：４５

ボディメンテナンス ダンスエアロ スラックライン サーキットボクシング

１９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：３０～２０：３０ １４：３０～１５：１５

ステップサーキット ZUMBA コンディショニングストレッチ コアコンリラックス

１９：００～１９：４５ １９：３０～２０：１５ ２０：０５～２０：５０ １５：４５～１６：３０

ピラティス ＨＩＩＴシェイプ

２０：０５～２０：５０ ２０：０５～２０：５０

9 10 11 12 13 14 15

　　　　　　　
はじめてステップEX

１０：３０～１１：１５

コアトレ

１１：４５～１２：３０

ステップサーキット

１３：３０～１４：１５

ピラティス

１４：４５～１５：３０

16 17 18 19 20 21 22
ボディメンテナンス 卓球レベルアップ　Ａ

９：３０～１０：１５ ９：１５～１０：１５

アクティブヨガ 卓球レベルアップ　Ｂ ステップサーキット

１１：００～１１：４５ １０：３０～１１：３０ １０：４５～１１：３０

バレトンEX

９：３０～１０：１５

バレトン

１０：４５～１１：３０

ラージボール
卓球 卓球ワンポイント 高齢者筋トレ(木) コアトレ 代謝アップヨガ

１３：３０～１４：３０ １３：３０～１４：３０ １３：００～１３：４５ １４：３０～１５：１５ １３：００～１３：４5

ステップサーキット ボディメンテナンス ダンスエアロ スラックライン サーキットボクシング

１９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：３０～２０：３０ １４：３０～１５：１5

ピラティス ZUMBA コンディショニングストレッチ コアコンリラックス

２０：０５～２０：５０ １９：３０～２０：１５ ２０：０５～２０：５０ １５：４５～１６：30

ＨＩＩＴシェイプ

２０：０５～２０：５０

23 24 25 26 27 28 29
はじめてステップEX ボディメンテナンス 卓球レベルアップ　Ａ

１０：３０～１１：１５ ９：３０～１０：１５ ９：１５～１０：１５

コアトレ アクティブヨガ 卓球レベルアップ　Ｂ ステップサーキット

１１：４５～１２：３０ １１：００～１１：４５ １０：３０～１１：３０ １０：４５～１１：３０

ステップサーキット バレトンEX

１３：３０～１４：１５ ９：３０～１０：１５

ピラティス 高齢者筋トレ(火) バレトン

１４：４５～１５：３０ １３：００～１３：４５ １０：４５～１１：３０

30 31 ラージボール
卓球 卓球ワンポイント 高齢者筋トレ(木) コアトレ 代謝アップヨガ

はじめてステップEX １３：３０～１４：３０ １３：３０～１４：３０ １３：００～１３：４５ １４：３０～１５：１５ １３：００～１３：４5

１０：３０～１１：１５ ステップサーキット ボディメンテナンス ダンスエアロ サーキットボクシング

コアトレ １９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １９：００～１９：４５ １４：３０～１５：１5

１１：４５～１２：３０ ピラティス ＨＩＩＴシェイプ コンディショニングストレッチ スラックライン コアコンリラックス

ステップサーキット ２０：０５～２０：５０ ２０：０５～２０：５０ ２０：０５～２０：５０ １９：３０～２０：３０ １５：４５～１６：30

１３：３０～１４：１５

ピラティス 　　※新型コロナウィルス感染状況や施設および講師の都合により、急な変更がある場合がありますので予めご了承下さい。

１４：４５～１５：３０

日 火 水 木 金

休
館
日

休
館
日

土

休
館
日

休
館
日

休
館
日

℡ 055-973-7000

8/4～8/9予約開始

14：00～

8/18～8/23予約開始

14：00～

8/25～8/30予約開始

14：00～

9/1～9/6予約開始

14：00～



★受付方法について★ 毎週土曜日14時より　翌週開催分教室の事前予約が必要となります（※お電話にて承ります）

　　　〇8月1日　　　14時より　　8/4～8/9　開催教室分の電話予約開始
　　　〇8月8日　　　　次週フィットネス教室休講のため予約なし
　　　〇8月15日　　14時より　　8/18～8/23　開催教室分の電話予約開始
　　　〇8月22日　　14時より　　8/25～8/30　開催教室分の電話予約開始
　※開催日の前日（17時まで）に申込が3名以下の教室は開催を見合わせます。　（火曜日開催の教室は、日曜日17時まで。）

　　～教室申し込み（電話予約）について～

○申込は、参加希望のご本人様からの電話予約をお願いします。電話の際、①氏名・②自由教室会員証№・③連絡先をお伝え下さい。

　※同時に数名分の申込は出来ません。（スラックラインのみご家族分の申込は可能です。）

○新規の方、ご参加できます。（教室当日に会員手続きを行います。）

○申込後にキャンセルされる場合は、速やかにご連絡下さい。

○キャンセル待ちの受け入れをしますが、キャンセルがでた場合のみご連絡をさせて頂きます。

　※当センターからの電話にお出にならなかった場合は、次の方へご案内させて頂きます。

○教室前日（17時まで）に申込が3名以下の教室は開催を見合わせます。その際は、前日にお電話にてご連絡させて頂きます。

　※月曜日が休館のため、火曜日の教室は日曜日にご連絡の対応をさせて頂きます。

★教室紹介★
定員/担当講師 定員/担当講師

★教室参加にあたってのお願い
○当日、自由教室登録№を確認いたしますのでご提示ください。

○受付時に、スタッフが検温と体調確認をします。

　※検温と体調に問題がない場合のみ、参加できます。

○お支払いと引き換えに教室参加チップをお渡ししますので、担当講師にお渡し下さい。

50人
（木本）

１２人
（真野）

１5人
（真野）

１２人
（中山）

１5人
（中山）

１5人
（中山）

１５名
子供可
（伊郷）

１５名
（キンセス）

１２名
（細谷）

１5名
（細谷）

１5名
（細谷）

１2名
（細谷）

１２人
（中山）

１5人
（中山）

15人
（中山）

１５人
（野﨑）

２５人
（真野）

１２名
（西原）

１２人
（中山）

１５人
（中山）

各クラス
８人
（西原）

１５名
（小松）

12名
（小松）

１２人
（中山）

１5名
（西原）

１５名
（塩谷）

１２名
（塩谷）

2５名
（影島）

注意事項

〇高齢者筋トレ(木）は当日受付窓口にて参加申込できます。

○卓球レベルアップ教室は2クラスに分けての開催ですが内容に変更ありません。（1レッス￥1000）

○運動に適したウェア・シューズでご参加下さい。

○感染防止の観点から、入退室時の手指消毒、運動前後のマスク着用をお願いいたします。

〇各教室で使用する用具をお持ちの方は、感染防止のため、極力ご持参ください。

○使用した用具は、必ず消毒をお願いします。

〇感染防止対策を実施しておりますが、参加者においても対策をお願いいいたします。

静岡県総合健康センター 指定管理者： 静岡ビル保善グループ ℡ 055-973-7000

ボディメンテナンス
（ヨガマット・ボール）

9：３０～１０：１５

 アクティブヨガ
　（ヨガマット）

　１１：００～１１：４５

高齢者筋トレ 〈第2.4〉

１３：００～１３：４５

ラージボール卓球

１３：３０～１４：３０

ステップサーキット
（ステップ台）

１９：００～１９：４５

ピラティス
（ヨガマット・ボール）

２０：０５～２０：５０

火

ボール、ストレッチポールを使って、
日常生活の疲れをとりのぞき、血行
の流れを良くします。肩こり腰痛の軽
減やシェイプアップも期待できます！

エネルギッシュなヨガを楽しみ、
身体を活性化しましょう。
呼吸とポーズで引き締め効果あり！

効果的でいつでもできる運動で筋肉
を鍛えましょう！体力に自信がない
方でも気軽に参加できる教室です。

はじめてでも安心！
大きなボールで誰でもラリーの続く
卓球を楽しみましょう。

ステップ運動と筋トレを交互に行い
心肺機能向上と筋力アップをバラン
スよく取り入れます。
効果的な全身運動を楽しみましょ
う！

深部の筋肉を意識し身体の動きや働
きを呼び起こします。骨盤や背骨を
正しく戻す事で姿勢が良くなり内臓
の働きの改善にも役立ちます。

高齢者筋トレ

１３：００～１３：４５

ダンスエアロ

１９：００～１９：４５

コンディショニングストレッチ
（ヨガマット）

２０：０５～２０：５０

筋膜ｽﾄﾚｯﾁ・体幹ｽﾄﾚｯﾁで左右差を調
整したり、セルフケアで筋温を高め
血流を促し、カラダを整えます。

エアロビクスを中心に、ジャズ・
ヒップホップ要素を取り入れた有酸
素運動です。体幹力を高めてシェイ
プアップ☆

効果的でいつでもできる運動で筋肉
を鍛えましょう！体力に自信がない
方でも気軽に参加できる教室です。

木

ステップサーキット
（ステップ台）

10：45～11：30

コアトレ
（ヨガマット・ボール・ストレッチポール）

14：30～15：15

スラックライン

19：30～20：30

ステップ運動と筋トレを交互に行い
心肺機能向上と筋力アップをバラン
スよく取り入れます。
効果的な全身運動を楽しみましょ
う！

体幹を鍛えて身体の不調や姿勢の改
善を目的とした運動。シェイプアッ
プして美ボディに！

金

話題のフィットネスで体幹トレーニ
ング！筋力・集中力・シェイプアッ
プ・バランス能力などに効果あり。
＊親子で楽しく身体を動かしましょう＊

代謝アップヨガ
（ヨガマット）

１３：００～１３：４５

サーキットボクシング
（ヨガマット・ストレッチポール）

14：30～15：15

コアコン・リラックス
（ヨガマット・ストレッチポール）

１５：４５～１６：３０

呼吸とポーズで心と身体を整え代謝
を高め、身体を引き締めます。ヨガ
本来の魅力を実感できること間違い
なし。男性にもおすすめ！

チューブやフォームローラーを使用
して関節の可動域を拡げたり、縮ん
だ筋肉を伸ばします。カラダのくせ
や疲労の改善が期待できます。

ボクシングの動きを取り入れ、
有酸素・筋トレをリズムに合わせて
行います。
シェイプアップ＆ストレス発散☆
男性の方にもおススメ！

土

リズムWORKOUT

１０：３０～１１：１５

天空大河

１１：４５～１２：３０

はじめてステップEX
（ステップ台）

１０：３０～１１：１５

コアトレ
（ヨガマット・ボール・ストレッチポール）

１１：４５～１２：３０

ステップサーキット
（ステップ台）

１３：３０～１４：１５

ピラティス
（ヨガマット・ボール）

１４：４５～１５：３０

ステップ運動と筋トレを交互に行い
心肺機能向上と筋力アップをバラン
スよく取り入れます。
効果的な全身運動を楽しみましょ
う！

深部の筋肉を意識し身体の動きや働
きを呼び起こします。骨盤や背骨を
正しく戻す事で姿勢が良くなり内臓
の働きの改善にも役立ちます。

日
〈

第
1
･
3
〉

日
〈

第
2
･
4
･
5
〉

自重トレーニングをテンポに合わせ
て行います。筋トレが苦手でも音楽
に合わせて楽しくトレーニング。
はじめての方にもおすすめの
プログラム‼

天・空・大・河　4つの世界観を
反映したアクション系エクササイ
ズ!!所作や呼吸法も取り入れます。
男性の方にもおすすめ！

はじめての方でも安心！エアロビク
スとステップ（踏み台）エクササイ
ズの基本動作を身に付け、楽しく汗
をかきましょう。

体幹を鍛えて身体の不調や姿勢の改
善を目的とした運動。シェイプアッ
プして美ボディに！

 卓球レベルアップ〈A・B〉

 A 9:15～10:15 /B 10:30～11:30

バレトンEX
（ヨガマット・ストレッチポール）

９：３０～１０：１５

バレトン

１０：４５～１１：３０

卓球ワンポイント

１３：３０～１４：３０

ボディメンテナンス
（ヨガマット・ストレッチポール）

１９：００～１９：４５

HIIT シェイプ
（ヨガマット）

２０：０５～２０：５０

ZUMBA 〈第1.3〉

１９：３０～２０：１５

水

個々のレベルに合わせ、技術向上を目
的とした練習を行いす。指導員と練習
時間が長いプログラムです。
（中・上級者向け）

バレトンに必要な筋コンディショニン
グや筋トレを中心に、チェアバレトン
も取り入れます。

バレエの動きにヨガなどフィットネス
要素を含めた、音楽に合わせての有酸
素運動。身体の軸を保つためコアを使
い、シェイプアップも期待できます。

卓球を行ったことが無い方や興味のあ
る方・卓球を過去に少し行ったことが
ある方を対象に、基礎を中心とした指
導を行います。
（初心者向け）
ストレッチポールを使って、血行の流
れを良くし、肩こり腰痛の軽減やシェ
イプアップも期待できます！筋肉の疲
れやこわばりをほぐします☆

短時間の高強度トレーニングで心拍数
を高め、短い休息とワークアウトを繰
り返します。ダイエットや心肺機能向
上をねらいます。

世界の音楽に合わせたダンスエクササ
イズ。ダンス好きの方から初心者の方
まで、楽しく踊りましょう。シェイプ
アップ効果あり！

￥1000/回


