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TEL.0255-86-4466

詳しくは中面をご覧ください

新しく運動を始める方も、長く続いている方も

体のびのびほっとヨガ

①ご来館の際はマスクのご着用、検温等の当館が実施する感染予防にご協力ください

②少しでも体調が悪い方は、当日の教室をお休みくださいますようお願いします

③健康状態に不安のある方は、事前に医師にご相談の上お申し込みをお願いします

④新型コロナウイルス感染状況により、開催が急遽中止となる場合がございます

注 意 事 項

脂肪燃焼アクアトレーニング

ノルディックウォーキング

ベビー

＆ママの

水中運動



水中運動プログラム

リズムサーキット＆アクアジョグ

毎 週

月 日程:①4/12 ②4/19 ③4/26 ④5/10 ⑤5/17 ⑥5/24 ⑦5/31 ⑧6/7 ⑨6/14 ⑩6/21

14：00～15：00 定員１５名 運動レベル：★★★（ややきつい）

参加

料金
各7,000円(税込)/全10回
※『水中運動プログラム』参加者は別途、各回プール利用料が必要です。

※土曜日「体ひきしめ水中運動」は全5回のため、料金が異なります。

リズムに合わせて筋力トレーニングで筋力UP、後半はウォーキング＆ジョギングで全身

持久力を上げていきます。

日程:①4/14 ②4/21 ③4/28 ④5/12 ⑤5/19 ⑥5/26 ⑦6/2 ⑧6/9 ⑨6/16 ⑩6/23

14：00～15：00 定員１５名 運動レベル：★★(ふつう)

19：00～20：00 定員１５名 運動レベル：★★★★（きつい）

体づくりアクアポール
プール用のウォーキングポールを使用します。浮力による不安定さをポールで補助しつ

つ、関節や筋肉をていねいに動かし、体づくりをします。

日程:①4/15 ②4/22 ③5/6 ④5/13 ⑤5/20 ⑥5/27 ⑦6/3 ⑧6/10 ⑨6/17 ⑩6/24

10：30～11：30 定員１０名 運動レベル：★（ゆっくり）

脂肪燃焼アクアトレーニング
ジョギング・アクアサーキットなど、様々なトレーニングを取り入れた教室です。有酸素運

動で脂肪を燃焼させつつ、筋トレにより太りにくい身体づくりをおこないます。

14：00～15：00 定員１５名 運動レベル：★（ゆっくり）

毎 週

木

ゆったり水泳教室
泳げないけど、泳いでみたい！水泳の呼吸や、立ち上がりから、じっくりと泳ぎ姿勢につ

なげていきます。身体を浮かせて関節への負担を0にして筋刺激を促す水泳教室です。

日程:①4/16 ②4/23 ③5/7 ④5/14 ⑤5/21 ⑥5/28 ⑦6/4 ⑧6/11 ⑨6/18 ⑩6/25

14：00～15：00 定員１５名 運動レベル：★★★（ややきつい）

体ほぐしウォーキング
ウォーキングを中心に全身を動かし、関節各所のこわばりをほぐしていきます。水に不安

のある方でも安心してゆっくり運動できる教室です。

19：00～20：00 定員１５名 運動レベル：★★★★（きつい）

体ひきしめ水中運動

隔 週

土
日程:①4/24 ②5/8 ③5/22 ④6/12 ⑤6/26 教室料金：３，５００円(税込)／隔週５回

13：30～14：30 定員１５名 運動レベル：★★★（ややきつい）

ウォーキング、サーキット、アクアビクス、アクアジョグなど、様々な運動種目を活用して、

お腹周り、腕周りなど身体の気になる部分のひきしめを目指す教室です。

毎 週

金

筋力アップアクアビクス
前半はウォーキングでメインに備えて身体ほぐし。後半は、音楽のリズムに合わせ、楽し

く身体を動かしていきます。筋トレを主軸とした運動で全身の筋力を向上させます。

代謝アップアクアジョグ
水中ジョギングをベースとした内容です。大きな筋肉の強化を行い、代謝を上げること

で太りにくい身体づくりをおこないます。 ※第１～2期(4～9月)限定開催

毎 週

水



ほっとヨガプログラム
参加

料金

月曜：8,000円(税込)/全10回

水曜：4,000円(税込)/隔週5回

回

毎 週

水

スタジオプログラム
参加

料金 各7,000円(税込)/全10回

やさしい筋トレ＆ストレッチ

毎 週

月 日程:①4/12 ②4/19 ③4/26 ④5/10 ⑤5/17 ⑥5/24 ⑦5/31 ⑧6/7 ⑨6/14 ⑩6/21

14：00～15：00 定員5名 運動レベル：★（ゆっくり）

体幹を意識した、簡単な筋力トレーニングとストレッチで健康的な体づくりを目指す教

室です。

体のびのびほっとヨガ

19：00～20：00 定員15名 運動レベル：★★★（ややきつい）

ゆったりとした呼吸に合わせて、簡単な動きとキープを繰り返していきます。柔軟性が高

まる暖かい環境で、たっぷり発汗していきましょう。※水曜コースと同様の内容です

日程:①4/19 ②4/26 ③5/10 ④5/17 ⑤5/24 ⑥5/31 ⑦6/7 ⑧6/14 ⑨6/21 ⑩6/28

日程:①4/14 ②4/21 ③4/28 ④5/12 ⑤5/19 ⑥5/26 ⑦6/2 ⑧6/9 ⑨6/16 ⑩6/23

ノルディックウォーキング
2本のストックを使用して、膝・腰にやさしく、また、体幹を鍛え、全身有酸素運動で疲れ

にくい体づくりを目指す教室です。

9：30～10：30 定員10名 運動レベル：★★（ふつう）

日程:①4/14 ②4/28 ③5/19 ④6/2 ⑤6/16

朝ものびのびほっとヨガ
ゆったりとした呼吸に合わせて、簡単な動きとキープを繰り返していきます。柔軟性が高

まる暖かい環境で、たっぷり発汗していきましょう。※月曜コースと同様の内容です

10：00～11：00 定員15名 運動レベル：★★★（ややきつい）

参加

料金

: 4/12 4/19 4/26 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21

10 00 11 00 10

6 3

(18 )

( )

毎 週

月

700円(税込)/各回
※『ベビープログラム』は別途、プール利用料が必要です。

毎 週

月

隔 週

水



アリーナ 8：30～22：00

プール （平日）13：00～21：00

（土日祝）10：00～21：00

※最終受付時間 アリーナ 21：00

プール 20：00

営 業 時 間

〒949-2112 新潟県妙高市関川958

TEL.0255-86-4466  FAX.0255-86-4480

公式HP：http://www.myoukoukougentaiikukan.jp/

水陸体操プログラム
参加

料金

日程:①4/16 ②4/23 ③5/7 ④5/14 ⑤5/21 ⑥5/28 ⑦6/4 ⑧6/11 ⑨6/18 ⑩6/25

9：30～11：00（90分） 定員10名 運動レベル：★（ゆっくり） 全10回教室

【対象】お一人で歩行（つえOK）や着替え等ができる方

30分以上歩く体力をつけたい方

水中運動、軽運動を通して、３ヵ月後(教室１０回分)に３０～６０分歩けることを

<目指す>教室です。膝痛や腰痛の方、体力が低下している方におススメです。
はつらつ教室

【持ち物】水着、スイムキャップ、バスタオル、補給水、

動きやすい服装、常備薬、(内ばきシューズ)

1,000円(税込)/各回

毎 週

金

※『はつらつ教室』参加者は別途、プール利用料が必要です。

『水中運動 持ち物』 … 水着、スイムキャップ、バスタオル、補給水、他(以下教室は別途持ち物がございます）

「ゆったり水泳教室」 ： ゴーグル

その他 (持ち物など)

『スタジオ 持ち物』 … 動きやすい服装、フェイスタオル、補給水、他(以下教室は別途持ち物がございます)

「ほっとヨガ(月曜・水曜)」 ： バスタオルorヨガマット

「やさしい筋トレ＆ストレッチ」 ： 内ばきシューズ、帽子

「ノルディックウォーキング」 ： 外ばきシューズ（雨天時・内ばきシューズ）、帽子

■備 考 … 定員に空きのある教室は、１回1,000円（税込）にて体験参加が可能です。

気候療法ウォーキング＆水中運動

足腰しっかりウォーキング

15名

10名

9：00～11：30

13：00～15：30

各2,000円（税込）

いもり池ウォーキング ＋水中運動

室内軽運動＋水中運動

※『妙高型 健康保養地プログラム 体験会』参加者は

別途、プール利用料が必要です。

★★★

（ややきつい）

★

（ゆっくり）

【日程】4月27日（火） ※他、持ち物など詳細はお問合せください！！


