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渡辺

かんたんエアロ45

20：00～20：45

藤村
19：30～20：00

できません
（小学生） プールの利用が

2.4週
シェイプアップエアロ60

濱田13:30～14:30

ストレッチポール30

サウンドサーキット30

14：00～15：00 14:00～15:00
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かんたん四泳法45
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11:00 フォーム改善＆ 中島 やさしいクロール
わくわくエアロ60

初中級
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11:00わくわくエアロ60 10:30～11:15
太極拳60 クロール・背泳ぎ30 倉岡 吉清

ｽｲﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ45 10:30～11:30 水中 わくわくエアロ60

ストレッチ＆体幹30
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11:30 11:00～11:45 レクレーション40 初中級

かんたんエアロ45

11:3011:00～11:45 11:00～11:45
中務11:00～12:00 はじめてエアロ3011：20～12：00 11：30～12：00

かんたんエアロ60
11:10～12:10 吉清

12:00 三木 12:0011:45～12:15
松永佳

リラックスヨーガ45 ダンスでカラダを 渡辺11:45～12:30
はじめての ハタヨガ5012:30 動かそう45 12:30ピラティス45 河田 11:45～12:45
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14:30ペルヴィス60

14:00～15：00
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サウンドサーキット30
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子供クラス 子供クラス 子供クラス

14:40～15:40 倉岡　（７人限定） 横本
15:30

15:00

16:30
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