健康体操教室ハローフレンズ イノア
講座会員募集中！！
大勢の皆様に体操をやっていただきたいという願いのもと、
会員にならなくても受講できる講座をご用意いたしました。
従来の健康体操とは少し趣を異にした、誰にでも楽しく、効果満点の内容です。
体操初めての方も、長年体操に親しんでこられた方も
講座は入会金
イノアの特別講座を、是非お試しください！
不要だよ

＊令和 4 年度

第 3 クール（11 月～1 月）＊

 初心者向け講座 (土曜 10:30～12:00)

定員２５名

「今から運動を始めたい方」
、
「定期的に運動をしているけれど、腰痛など体に不調を抱える方」
。
どなたでも自分のペースで行っていただけるのが健康体操のいいところ！
体操を基礎から丁寧にレッスンさせていただき、快適な身体づくりをしています。
対象者

開催日

参加費

《土曜》

イノアで初めて体操する方。
基礎からしっかり練習したい方。

420 円／1 回

11/5. 12. 19.

26

12/3. 10. 17. 24

1/7. 14. 21. 28

 エアトラック講座（月曜 13:00～14:00

全 12 回 5,040 円
(＋お見舞金制度加入金 100 円)

土曜

9:00～10:00）定員

各 20 名

空気の入ったマットでふわふわ弾みながら歩いたり、バランスをとったり。体幹の力や
バランス感覚が向上します。転倒予防や足腰から弱る老化が心配な方にはぴったり！
ウォーキングするより楽しい。どなたにも気軽に取り組んでいただけます。
対象者

開催日

参加費

《月曜》
11/7. 14. 21.
どなたでも。

28

12/5. 12. 19. 26

1/16. 23. 30

《土曜》

男女、年齢は不問。

11/5. 12. 19.

26

12/3. 10. 17. 24

320 円／1 回
(月)全 11 回

3,520 円

(土)全 12 回

3,840 円

（＋お見舞金制度加入金 100 円）

1/7. 14. 21. 28

 脚・腰機能改善講座（日曜

13：45～14：45）

体の悪くなった体形（ゆがんだ体）は、痛みを生じ動きを悪くします。弾力性を失った筋肉、固まった関節
は動きをぎくしゃくさせ、普段の生活に支障をきたします。弱まった筋力のせいで、疲れやすくなりやる気
も出ません。これらを『歳のせい』で片づけていませんか・・？
対象者
どなたでも。
男女、年齢は不問。

開催日

11/6.
1/15.

27（14：40∼）
29

参加費

12/11.

25

チケット 1 枚/1 回
全6回
(＋お見舞金制度加入金 100 円)

※申込時に受講料としてイノアチケット 6 枚つづり 3,000 円 1 冊必要です。（イノア一般会員 2,500 円）

 大人の G ボール講座（土曜 12:15～13:15）定員

１２名

トレーニングやリハビリの用具として知られている G ボール。
この大きなボールを使うことで、より効果的な筋力トレーニングやストレッチを
することができます。せっかくだからイノアの体操らしく音楽に合わせて
動いてみる？子ども心を思い出しながら、楽しく体操しましょう♪
対象者

開催日

どなたでも。
男女、年齢は不問。

11/19
1/14.

参加費

12/3.

520 円／1 回

17

全 5 回 2,600 円

28

（＋お見舞金制度加入金 100 円）

 はじめてのピラティス講座（日曜 10:00～11:00）定員

20 名

身体の体幹、鍛えてみませんか？ピラティスは体のコア（芯）と言われる、体幹やインナー
マッスルを鍛えるエクササイズです。体幹を鍛えることで、健康体操もしなやかに、動きや
すく！！
ご自身の癖や、ボディラインが気になる方にもおすすめです。そして身体に痛みや不調があ
る方も、無理なくご自分のペースでお受けいただけます！ぜひ＾＾

講師
対象者

開催日

どなたでも。
男女、年齢は不問。

11/6.
1/15.

20
29

西島 雪 先生
参加費

12/4.

18

520 円／1 回
全 6 回 3,120 円
（＋お見舞金制度加入金 100 円）

※各講座は 3 ヶ月毎に募集します。
※受講者は、初回レッスンを受ける前に受講料を添えてお申し込みください。
※定員になり次第、締め切りとなります。新規の受講者を優先することがあります
のでご了承ください。定員に達してない講座は途中入会もできます。
※一度納入された受講料は、返金できません。予めご了承ください。
※一般会員に入会されていない方は、1 講座お申し込みごとにお見舞金制度加
入金としてプラス 100 円いただきます。
※お申し込みの際はおつりのないようにご協力お願い致します。
※欠席の場合は、必ずご連絡ください。

ホームページ
メールアドレス

http://hello-friends-inoa.com
hello-friends-inoa@ma.medias.ne.jp

健康体操教室 ハローフレンズ イノア
住所⇒東浦町緒川相生の丘８－３
TEL⇒ ０５６２－７７－３６０７

健康体操教室

体ひきしめ

運動不足・活動不足⇒生活習慣病

講座

病気になる前に運動習慣をつけて
予防しましょう。

●お腹周りが・・・
●血圧が高め・・・
●血糖値が高め・・・

脳トレ運動

●コレステロールが

高め・・・

講座
●新しいことが覚えられない・・・
●計算がのろくなった・・・
●料理を作るのめんどう・・・
●何事にも意欲が

わかない・・・

生活いきいき

ロコモ予防、

（コース制）

改善講座

●外に出掛けたりお友達と

●最近疲れやすい・・・
●体力の衰えを感じる・・・
●肩こりがつらい・・・
●動くのが億劫だ・・・

過ごすのが億劫
●家事や仕事がさっさとできない・・・
●新しい事を始めるのが
辛い・・・

このような症状に心あたりの方
今すぐぜひ運動 をはじめましょう！
健康体操は誰にでも

簡単

にできます。

運動が好きか嫌いか、上手下手ではなく・・・
介護する人、される人、どちらも大変！！！
健康体操で
要介護になる前に、健康体操で

介護いらず！！！
いきいき生活♪♪♪

※ 詳しくは 裏へ➡

イノアの生活習慣病予防体操
令和4年度 第3クール

1.

体ひきしめ講座
開催日

２.

１１月 ９、 １６、 ３０日
１月 １１、 １８、 ２５日

ロコモ予防改善講座
開催日

３.

★水曜日１４：３０～１６：００

コース制

★金曜日１４：００～１５：３０

１１月 １１、 １８、 ２５日
１２月 ２、 ９、 ２３日
１月 ６、 １３、 ２０、 ２７日
（全１０回 ５,２００円 ）

脳トレ運動講座
開催日

１２月 ７、 １４、 ２１日
（全９回 ４,６８０円）

★月曜日１４：１５～１５：４５

１１月 ７、 １４、 ２１、 ２８日
１月 １６、 ２３、 ３０日

生活いきいき体操

１２月 ５、 １２、 ２６日
（全１０回 ５,２００円）

★木曜日１３：３０～１５：００

（ポイントで受講可１５Ｐ）

開催日

１１月 １０（無料開放日）、１７、 ２４日
１月 １２、 １９、 ２６日

１２月 １、 ８、 １５、 ２２日

全９回 ４,６８０円

（＋お見舞金制度加入金１００円）

受講希望者は、初回レッスンを受ける前に受講料を添えて
お申し込み下さい。
＊参 加 費
５２０円/１回
すべて３ヶ月分前納。
＊一 度 納 入 さ れ た 受 講 料 は 、 返 金 で き ま せ ん 。 予 め ご 了 承 く だ さ い 。
＊欠席の場合は、必ずご連絡下さい。

※初めての方、まずはお電話を♪
【車でお越しの方】
東浦知多ICから車で2分
名鉄「巽ヶ丘」駅より車で7分
【電車・バスでお越しの方】
JR緒川駅東口から
「うららバス」東ヶ丘マルス行に乗り、
「相生の丘」下車すぐ

☎0562-77-3607
http://hello-friends-inoa.com
メールアドレスhello-friends-inoa

@ma.medias.ne.jp
住所

東浦町緒川相生の丘８－３

健康体操教室ハローフレンズ イノア で

2022年
11月から

『エゴスキューとは、筋肉を再教育する運動療法です』
『エゴスキューは、解剖学的、生理学的、生体力学的な原則に基づいた
運動療法です』
『エゴスキューは、筋肉を再教育することでゆがんだ体を人間本来の正
しい姿勢に戻し、その結果痛みや不調などの健康問題が改善されます』
『エゴスキューは、誰にでも簡単にでき、どこでもいつでもできます』
（㏍ロングセラーズ刊「痛み解消メソッド

驚異のエゴスキュー」より）

『エゴスキュー』 第３＆第４クールの６ヶ月間 １２回(全て日曜日） 定員３０名

開催日時

：２０２２年 ①＆②１１月２７日１２時半~１４時半
④１２月２５日１２時半～１３時半

⑥１月２９日１２時半～１３時半

⑤１月１５日１２時半～１３時半

⑦２月５日１２時半～１３時半

⑧２月１２日１２時半～１３時半
⑩３月２６日１２時半～１３時半

③１２月１１日１２時半～１３時半

⑨３月１２日１２時半～１３時半

⑪４月９日１２時半～１３時半

⑫４月２３日１２時半～１３時半

（事前に連絡しますが、やむを得ない事情により日程が変わることがありますのでご了承ください）

☆お申し込み方法：１０月２日～１０月２０日までに代金を添えてイノアオフィスにてお申込みください。
先着順に受け付けます。定員を超えた応募者がある場合受講できない事もあります。
☆受講料：講座開催前に12回分のイノアチケットをご購入下さい。
６枚つづり３，０００円×４冊必要です（ ＋お見舞金制度加入金１００円） （イノア一般会員＝２，５００円）

☆テキスト：講座受講にあたり
「驚異のエゴスキュー」1,700円+税
「グループワークテキスト８」1,100円の

お問合せ 健康体操教室ハローフレンズ イノア TEL０５６２－７７－３６０７
購入が必要です。

Eメール hello-friends-inoa@ma.medias.ne.jp
代表 伊藤 あつこ

