


























30 31健康・スポーツ

▼受講料は3ヵ月、あるいは6ヵ月の一括前納制です。すべての講座が3ヵ月、6ヵ月で終了するということではありません。第5週目も開講する場合があります。 ★印は教材費が別途必要です。 

普通の呼吸は27％程の働きですが、自力でする深
い呼吸は内臓を強化し、脳と心が整います。スト
レッチ後の気功は気血の流れが良くリラックスして
心身が満たされます。

げんき回復気功法
生きおうす力が高まる

九州気功協会・会長　古屋　ネネ

合氣道を通じ「力を抜く」ことで心と身体をリラッ
クスさせます。年齢、体力などに応じて指導します
ので、技の習得はもちろん、美容や老化防止などに
も役立ちます。

合気道は動くところすべてが、自然の理にかない、
無理なく、楽しく、だれにでもできる武道です。すこ
やかな体と安らかな心を養います。中学生以上が対
象です。

◎ＮＰＯ法人合気道祥平塾理事長　菅沼　守人
同祥平塾師範　藤岡　弘　

健康合気道教室

〈心〉合氣道心法会

深井　邦彦
講師　坂口　勝海

合氣道心法会会長　宮本　達章

太極拳の祖‘楊露禅’の百十八式太極拳。膝や体に
負担をかけず、体の弱い人や高齢者など誰にでもで
きます。ゆったりとした動きで気血の流れを促し、健
康長寿を目指します。

中国古伝太極拳（百十八式）

福岡太極拳練会代表　上原　慎二

八極拳は一打必倒を旨とした実戦武術です。強さは
元より護身・健身等目的に合わせて指導しますの
で、老若男女どなたでも参加できます。本場の武術を
一緒に楽しく学びましょう。

真の武術を学ぶ「正伝八極拳」

真功武舘教練　田村　淳　
◎神槍李書文八極拳正伝四世・真功武舘舘長　森本　真功 

体がほぐれ、呼吸が深くなり、足腰が強くなると体
を動かすことがうれしくなります。中国伝統武術の
太極拳の奥深さをたのしく味わっていきましょう。

うれしい たのしい太極拳

日本武術太極拳連盟指導員　首藤　光子

健康・スポーツ
講座名・講師 曜日・時間・受講料

第1・3水曜
10：30～12：00

15,378円
3ヵ月（6回）

第2・4月曜
19：00～20：30

14,058円
3ヵ月（6回）

火曜
13：00～14：30

24,816円
3ヵ月（12回）

第2・4土曜
入門 18：00～19：15
基本 19：15～20：30

第1・3木曜
初級 19：30～20：45

15,180円
3ヵ月（6回）各クラス

土曜
16：10～17：10

22,440円★
3ヵ月（12回）

第2・4土曜
18：00～19：30

13,200円★
3ヵ月（6回）

講座の内容

健康・スポーツ
講座名・講師 曜日・時間・受講料

第4木曜
15：00～16：30

6,699円
3ヵ月（3回）

第2・4水曜
10：30～12：00

12,738円★
3ヵ月（6回）

水曜
13：00～14：00

第2・4水曜
13：00～14：00

26,136円★
3ヵ月（12回）

14,388円★
3ヵ月（6回）

火曜
13：00～15：00

26,796円
3ヵ月（12回）

第3土曜
15：15～16：15

8,250円
3ヵ月（3回）

月曜
10：30～11：45

24,156円
3ヵ月（12回）

第2・4日曜
13：30～15：30

15,840円★
3ヵ月（6回）

土曜
10：15～11：45

NEW

NEWNEW

27,060円★
3ヵ月（12回）

土曜
10：15～11：15

24,816円
3ヵ月（12回）

呼吸や動作とイメージを使って気の流れを整えてい
きます。ストレッチと気功で心と身体をほぐして、リ
ラックスそしてリフレッシュしましょう。年齢・男女
問わず楽しめます。

朝の気功

福岡気功の会主任指導員　俵　光江

NEW 月曜
15：30～16：20

29,436円
3ヵ月（12回）

憧れのバレエを取り入れたバーレッスンとストレッ
チで、美しい姿勢・体型になるようにレッスンして
みませんか。体の硬い方、体力に自信がない方でも
丁寧に指導いたします。

バーレッスンとストレッチ

北九州バレエ協会会長　真弓　国子

▼受講料は3ヵ月、あるいは6ヵ月の一括前納制です。すべての講座が3ヵ月、6ヵ月で終了するということではありません。第5週目も開講する場合があります。　★印は教材費が別途必要です。 ◎印の講師は講座監修者で、常時指導はしません。

痛み・しびれ・コリなどの体に感じる不調は、神経
が集中している背骨のゆがみから生じています。 
簡単な体操で、背骨を正しい位置に戻し、痛みを取
り除きましょう。  

背骨コンディショニング
背骨・骨盤のゆがみを整える

一般社団法人 背骨コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー　池尻　寿子

ソシアルフィットネスコーディネーター　横山　聖子

健康維持と美しい体づくりは、ストレッチ体操で全
身の筋肉を動かすことです。意識を集中させて「ゆ
るめて」「のばす」は脳を活性化。骨組みが崩れな
いように自分で管理しましょう。

ビューティストレッチ体操
意識して動くだけで健康に

睡眠リズム、体温の安定、集中力の向上に有効なエ
クササイズを楽しく行います。体の緊張を解くリ
ラックス運動でストレスを取り除き、生体リズムを
整えましょう。月2回クラスもあります。

かんたんエクササイズ
ぐっすり、快眠生活のススメ

フィットネスWith代表　宮地　伸枝

なかなか続かないストレッチや体操を懐かしいヒッ
ト曲に合わせて楽しく行うエクササイズ。ダイエッ
ト、脳トレ、生活習慣病の予防などにも効果がありま
す。

懐メロエクササイズ
楽しく続けてイキイキ美ボディ

ダンススタジオ ルナソル主宰　ＭＩＫＡ

アロマが心地良く漂う空間で、心・体・呼吸を一体
化してヨガのポーズを深めた後、瞑想で極上のリ
ラックスを楽しみます。

アロマリラックスヨガ
心・体・呼吸を整える

全米ヨガアライアンス RYT200取得 アロマヨガインストラクター　賀屋　幸子

指圧、脊髄矯正などの手技治療法を３１の動作に組
み立てた全身を動かす心身のセルフコントロール
法。順次行うことによって自らを強くしていく日本
最初の健康体操です。

自彊術
心身のセルフコントロール

清原　えみ子
◎公益社団法人 自彊術普及会会長　久保　穎子　

吹矢式腹式呼吸で肺機能を活性化させ、横隔膜筋
肉や腹筋を鍛えます。無心の境地で集中力を高め、
イライラ感を解消、血液循環を良くします。やさし
く安全で楽しくできる新スポーツです。

スポーツウエルネス吹矢
楽しみながら腹式呼吸をマスター

一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会 理事・師範　藤井　久男

RYT200 全米ヨガアライアンス認定インストラクター　知古島　照佳
◎セラピーヨーガインストラクター　松川　敬子　

誰にでもできる心身の健康法です。体と呼吸の修
練をしながら、個々人にふさわしいやり方で無理な
く行います。75分の時間の中で、たっぷりヨーガを
楽しみましょう。 

はじめてのヨーガ
心と身体の健康増進

講座の内容

健康・スポーツ

礼節を守り、明るく、強く、優しく、思いやりの
ある人になれるように合気道を通じて心身を
鍛錬します。4歳から小学校6年生までが対象
です。

子ども合気道教室 土曜
15：00～16：00

19,140円★
3ヵ月（12回）

北九州教室

全国ネットワーク
［ 新 宿 教 室 ］

［ 立 川 教 室 ］

［ 横 浜 教 室 ］

［ 千 葉 教 室 ］

［名古屋教室］

TEL 03-3344-1941
〒163-0210 新宿区西新宿2－6－1 新宿住友ビル10・11階

TEL 042-527-6511
〒190-0012 立川市曙町2丁目1－1　ルミネ立川　9階

TEL 045-453-1122
〒220-0011 横浜市西区高島2－16－1　ルミネ横浜　8階

TEL 043-227-0131
〒260-0013 千葉市中央区中央1丁目11－1 三井ガーデンホテル千葉5階

TEL 052-249-5553
〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目4－5 スカイル10階

［中之島教室］

［くずは教室］

［ 川 西 教 室 ］

［ 京 都 教 室 ］

［ 福 岡 教 室 ］

TEL 06-6222-5222
〒530-0005 大阪市北区中之島2－3－18 中之島フェスティバルタワー18階

TEL 072-850-1500
〒573-1121 枚方市楠葉花園町14－1 京阪くずは駅ビル3階

TEL 072-755-2381
〒666-0033 川西市栄町25－1 アステ川西3階

TEL 075-231-9693
〒604-8005 京都市中京区河原町三条上ル 京都朝日会館8階

TEL 092-431-7751
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目1－1 福岡朝日ビル8階

TEL 093-953-6561 〒803-0812  北九州市小倉北区室町1丁目1－1 リバーウォーク北九州2階
FAX 093-953-6562

講座内容や教室の雰囲気を確かめてから、

ご受講できます。（要予約・有料）
※カリキュラムの都合上、体験できない講座があります。

（2022年4月に移転予定）



30 31健康・スポーツ

▼受講料は3ヵ月、あるいは6ヵ月の一括前納制です。すべての講座が3ヵ月、6ヵ月で終了するということではありません。第5週目も開講する場合があります。 ★印は教材費が別途必要です。 

普通の呼吸は27％程の働きですが、自力でする深
い呼吸は内臓を強化し、脳と心が整います。スト
レッチ後の気功は気血の流れが良くリラックスして
心身が満たされます。

げんき回復気功法
生きおうす力が高まる

九州気功協会・会長　古屋　ネネ

合氣道を通じ「力を抜く」ことで心と身体をリラッ
クスさせます。年齢、体力などに応じて指導します
ので、技の習得はもちろん、美容や老化防止などに
も役立ちます。

合気道は動くところすべてが、自然の理にかない、
無理なく、楽しく、だれにでもできる武道です。すこ
やかな体と安らかな心を養います。中学生以上が対
象です。

◎ＮＰＯ法人合気道祥平塾理事長　菅沼　守人
同祥平塾師範　藤岡　弘　

健康合気道教室

〈心〉合氣道心法会

深井　邦彦
講師　坂口　勝海

合氣道心法会会長　宮本　達章

太極拳の祖‘楊露禅’の百十八式太極拳。膝や体に
負担をかけず、体の弱い人や高齢者など誰にでもで
きます。ゆったりとした動きで気血の流れを促し、健
康長寿を目指します。

中国古伝太極拳（百十八式）

福岡太極拳練会代表　上原　慎二

八極拳は一打必倒を旨とした実戦武術です。強さは
元より護身・健身等目的に合わせて指導しますの
で、老若男女どなたでも参加できます。本場の武術を
一緒に楽しく学びましょう。

真の武術を学ぶ「正伝八極拳」

真功武舘教練　田村　淳　
◎神槍李書文八極拳正伝四世・真功武舘舘長　森本　真功 

体がほぐれ、呼吸が深くなり、足腰が強くなると体
を動かすことがうれしくなります。中国伝統武術の
太極拳の奥深さをたのしく味わっていきましょう。

うれしい たのしい太極拳

日本武術太極拳連盟指導員　首藤　光子

健康・スポーツ
講座名・講師 曜日・時間・受講料

第1・3水曜
10：30～12：00

15,378円
3ヵ月（6回）

第2・4月曜
19：00～20：30

14,058円
3ヵ月（6回）

火曜
13：00～14：30

24,816円
3ヵ月（12回）

第2・4土曜
入門 18：00～19：15
基本 19：15～20：30

第1・3木曜
初級 19：30～20：45

15,180円
3ヵ月（6回）各クラス

土曜
16：10～17：10

22,440円★
3ヵ月（12回）

第2・4土曜
18：00～19：30

13,200円★
3ヵ月（6回）

講座の内容

健康・スポーツ
講座名・講師 曜日・時間・受講料

第4木曜
15：00～16：30

6,699円
3ヵ月（3回）

第2・4水曜
10：30～12：00

12,738円★
3ヵ月（6回）

水曜
13：00～14：00

第2・4水曜
13：00～14：00

26,136円★
3ヵ月（12回）

14,388円★
3ヵ月（6回）

火曜
13：00～15：00

26,796円
3ヵ月（12回）

第3土曜
15：15～16：15

8,250円
3ヵ月（3回）

月曜
10：30～11：45

24,156円
3ヵ月（12回）

第2・4日曜
13：30～15：30

15,840円★
3ヵ月（6回）

土曜
10：15～11：45

NEW

NEWNEW

27,060円★
3ヵ月（12回）

土曜
10：15～11：15

24,816円
3ヵ月（12回）

呼吸や動作とイメージを使って気の流れを整えてい
きます。ストレッチと気功で心と身体をほぐして、リ
ラックスそしてリフレッシュしましょう。年齢・男女
問わず楽しめます。

朝の気功

福岡気功の会主任指導員　俵　光江

NEW 月曜
15：30～16：20

29,436円
3ヵ月（12回）

憧れのバレエを取り入れたバーレッスンとストレッ
チで、美しい姿勢・体型になるようにレッスンして
みませんか。体の硬い方、体力に自信がない方でも
丁寧に指導いたします。

バーレッスンとストレッチ

北九州バレエ協会会長　真弓　国子

▼受講料は3ヵ月、あるいは6ヵ月の一括前納制です。すべての講座が3ヵ月、6ヵ月で終了するということではありません。第5週目も開講する場合があります。　★印は教材費が別途必要です。 ◎印の講師は講座監修者で、常時指導はしません。

痛み・しびれ・コリなどの体に感じる不調は、神経
が集中している背骨のゆがみから生じています。 
簡単な体操で、背骨を正しい位置に戻し、痛みを取
り除きましょう。  

背骨コンディショニング
背骨・骨盤のゆがみを整える

一般社団法人 背骨コンディショニング協会認定パーソナルトレーナー　池尻　寿子

ソシアルフィットネスコーディネーター　横山　聖子

健康維持と美しい体づくりは、ストレッチ体操で全
身の筋肉を動かすことです。意識を集中させて「ゆ
るめて」「のばす」は脳を活性化。骨組みが崩れな
いように自分で管理しましょう。

ビューティストレッチ体操
意識して動くだけで健康に

睡眠リズム、体温の安定、集中力の向上に有効なエ
クササイズを楽しく行います。体の緊張を解くリ
ラックス運動でストレスを取り除き、生体リズムを
整えましょう。月2回クラスもあります。

かんたんエクササイズ
ぐっすり、快眠生活のススメ

フィットネスWith代表　宮地　伸枝

なかなか続かないストレッチや体操を懐かしいヒッ
ト曲に合わせて楽しく行うエクササイズ。ダイエッ
ト、脳トレ、生活習慣病の予防などにも効果がありま
す。

懐メロエクササイズ
楽しく続けてイキイキ美ボディ

ダンススタジオ ルナソル主宰　ＭＩＫＡ

アロマが心地良く漂う空間で、心・体・呼吸を一体
化してヨガのポーズを深めた後、瞑想で極上のリ
ラックスを楽しみます。

アロマリラックスヨガ
心・体・呼吸を整える

全米ヨガアライアンス RYT200取得 アロマヨガインストラクター　賀屋　幸子

指圧、脊髄矯正などの手技治療法を３１の動作に組
み立てた全身を動かす心身のセルフコントロール
法。順次行うことによって自らを強くしていく日本
最初の健康体操です。

自彊術
心身のセルフコントロール

清原　えみ子
◎公益社団法人 自彊術普及会会長　久保　穎子　

吹矢式腹式呼吸で肺機能を活性化させ、横隔膜筋
肉や腹筋を鍛えます。無心の境地で集中力を高め、
イライラ感を解消、血液循環を良くします。やさし
く安全で楽しくできる新スポーツです。

スポーツウエルネス吹矢
楽しみながら腹式呼吸をマスター

一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会 理事・師範　藤井　久男

RYT200 全米ヨガアライアンス認定インストラクター　知古島　照佳
◎セラピーヨーガインストラクター　松川　敬子　

誰にでもできる心身の健康法です。体と呼吸の修
練をしながら、個々人にふさわしいやり方で無理な
く行います。75分の時間の中で、たっぷりヨーガを
楽しみましょう。 

はじめてのヨーガ
心と身体の健康増進

講座の内容

健康・スポーツ

礼節を守り、明るく、強く、優しく、思いやりの
ある人になれるように合気道を通じて心身を
鍛錬します。4歳から小学校6年生までが対象
です。

子ども合気道教室 土曜
15：00～16：00

19,140円★
3ヵ月（12回）

北九州教室

全国ネットワーク
［ 新 宿 教 室 ］

［ 立 川 教 室 ］

［ 横 浜 教 室 ］

［ 千 葉 教 室 ］

［名古屋教室］

TEL 03-3344-1941
〒163-0210 新宿区西新宿2－6－1 新宿住友ビル10・11階

TEL 042-527-6511
〒190-0012 立川市曙町2丁目1－1　ルミネ立川　9階

TEL 045-453-1122
〒220-0011 横浜市西区高島2－16－1　ルミネ横浜　8階

TEL 043-227-0131
〒260-0013 千葉市中央区中央1丁目11－1 三井ガーデンホテル千葉5階

TEL 052-249-5553
〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目4－5 スカイル10階

［中之島教室］

［くずは教室］

［ 川 西 教 室 ］

［ 京 都 教 室 ］

［ 福 岡 教 室 ］

TEL 06-6222-5222
〒530-0005 大阪市北区中之島2－3－18 中之島フェスティバルタワー18階

TEL 072-850-1500
〒573-1121 枚方市楠葉花園町14－1 京阪くずは駅ビル3階

TEL 072-755-2381
〒666-0033 川西市栄町25－1 アステ川西3階

TEL 075-231-9693
〒604-8005 京都市中京区河原町三条上ル 京都朝日会館8階

TEL 092-431-7751
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目1－1 福岡朝日ビル8階

TEL 093-953-6561 〒803-0812  北九州市小倉北区室町1丁目1－1 リバーウォーク北九州2階
FAX 093-953-6562

講座内容や教室の雰囲気を確かめてから、

ご受講できます。（要予約・有料）
※カリキュラムの都合上、体験できない講座があります。

（2022年4月に移転予定）
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