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ノルディックウォーキング、マラソン、キッズ
ベースボールなど現在スクール生大募集!
　あなたも大人の部活動を始めてみませんか？ この秋
のイチオシスポーツはノルディックウォーキング！ ポー
ルを使って歩くことにより脂肪燃焼効果が20%UP、姿
勢改善にも繋がります。足腰への負担も軽減されるの
で体力に自信のない方も気軽に始められますよ。
　また、来年2月開催の熊本城マラソンを目指すあなた
に、ハーフ・フルマラソンを仲間と楽しく走るランニング
クラブも開催中。新規メンバーを随時募集中です。
　子ども向けには、「ホークスキッズベースボールス
クール」も開催中です。元福岡ソフトバンクホークス投
手・東方伸友コーチから直接指導が受けられる野球教
室で、楽しく運動ができますよ♪

●熊本県営八代運動公園　主催：熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ

ノルディックウォーキングはフィンランド発祥の健康フィット
ネス。脂肪燃焼効果20％UP！

❶KSPAミズノ（ランニング学会公認）ランニングクラブin八
代では初心者から中級の方まで対応しています。❷ホークス
キッズベースボールスクール。元プロ野球選手と楽しくプレイ
しよう！

★★コースなど（料金一覧）★★

■ノルディックウォーキングクラブ
　【毎月第2・4水曜日】
　10月～5月　10：00～11：00
　参加費：1回500円（当日徴収）
　定　員：20名（事前申し込み優先）
　※専用ポール無料レンタル　※雨天中止
■KSPAミズノランニングクラブin八代
　【火曜】18：30～20：30
　【土曜・日曜】9：00～11：00
　対象者：仲間と楽しくハーフ・フルマラソン完走を
　　　　  目指す初級～中級ランナー
　参加費：1回500円（当日徴収）
　定　員：30名程度（先着順）
■ホークスキッズベースボールスクール
　★無料体験できます！
　●幼児クラス　　【金曜】17：00～18：00
　●小学生クラス　【金曜】18：10～19：40
　対象：幼児（年中～年長）、小学生（1～4年生）
　会費：入会金16,500円
　月謝：幼児クラス5,500円、小学生クラス6,600円
　定員：各クラス30名
　★入会・会員特典　
　・初月月謝無料！　・年1回の交流試合
　・兄弟入会で月謝割引あり

☎0965-37-0006
所／八代市新港町4丁目1番
営／9:00～19:00
休／なし
P ／有 ★
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◀スクールの詳細は
　ホームページで

◀申込フォーム
　はこちら

◀申込フォーム
　はこちら
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設備も充実! 25mプール・大浴場・サウナ・個室シャワールームで快適フィットネス
　総合フィットネスジムとして、多くの市民に親しまれて
いるクラブアメックス。10月はリニューアルより1周年。快
適な水温で常に清潔さを保っている安心のプール、広々
としたフィットネススタジオ、目的別に利用できる豊富な
筋トレマシン、プロ仕様の最新ランニングマシンを完備。
さらに、個室シャワールームも腰掛付きで好評です。
　また、お得な39歳以下限定プランも大好評。月～金の
17：00～22：00、土日10：00～21：00のご利用で月の利

用額が6,600円！ さらに“やつしろぷれすを見た”とQRコー
ドより申し込むと、プールもマシンジムも使い放題のアメッ
クスを500円で体験できます。こちらは18歳以上の方はど
なたでもご利用できます。このチャンスをお見逃しなく。
　また、八代城築城400年記念「プールサップヨガ体
験会（11月6日）」も開催決定！ FB（フリーブロック）を
使ったマルシェなどの様々なイベントも、これから益々
充実していきますよ。

●クラブアメックス

★★コースなど（料金一覧）★★

３Fに完備された男女の個室シャワールーム。
腰掛付きなので脱衣もラクラクです。

フィットネススタジオも広 ！々 お互いの間隔を十分に取り
ながら思い切り体を動かせます。ZUMBA、ボディシェイプ、
エアロビクス、ヨガ、ダンスなど音楽に合わせてみんなで行
うスタジオプログラムエクササイズを楽しみましょう。

［利用時間］毎日 10：00～17：00
［入会金］11,000円　［月会費］8,250円

［利用時間］月～金 10：00～22：00
　　　　　土・日 10：00～21：00
［入会金］11,000円　［月会費］9,900円

［利用時間］月～金 17：00～22：00
　　　　　土・日 10：00～21：00 
［入会金］11,000円　［月会費］6,600円

■デイ会員

■個人会員

■39歳以下

昨年度より“遊び心×アメックス”としてFB（フリーブロック）で
様々なイベントも開催。「おしゃれマルシェ（6月）」、「やつしろ散歩
～麦島城跡と八代のキリシタン物語～（9月）」の様子。

快適な水温、室温、清潔なプールで安心安全に全身運動が楽し
めます。

☎0965-35-0103
所／八代市迎町2丁目9-10
営／月～金 10：00～22：00
　　土・日 10：00～21：00
休／第1・3金曜日　P／80台 ホームページ インスタグラム
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11月6日開催のプールサップヨガ体験会。熊
本でただ一人の日本サップヨガ協会公認認
定インストラクター・ミキさんの指導が受け
られます。

❶フリーウェイト、アームカール＆エクステンション、ラットプルダウン、バックエクス
テンション、アブドミナル、クロストレーナー、エアロバイクなど、あなたに合ったメ
ニューをスタッフがサポートしながら進めていきます。❷青空と八代の中心市街地を
望みながら、心地よく汗を流せる！ モチベーションが高まります。脂肪燃焼、持久力アッ
プ、スピード強化など、目的に応じたトレーニングができます。

八代城築城400年記念
「プールサップヨガ体験会」
募集要項

★「やつしろぷれすを見た」と左のQRコード
　からのお申し込みで、アメックス体験
　1,650円／回 → 500円!
※18才以上どなたでも可 ※お一人様1回限り ※10月末まで
　

通常レッスン 7,000円
➡今回だけ3,500円!
※アメックス会員様は1,500円
※ボードレンタル3,000円＆保険代含む
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［日  に  ち］11月6日
［時　　間］①11：00～12：30
　　 　　　②13：30～15：00
　　 　　　③16：00～17：30
　　 　　　より、いずれか1回限り
［申込期間］9月26日（月）～10月14日（金）
［定　　員］各時間先着10名

日

秋風が心地よいシーズン到来です。
今こそ、自分の体と向きあって
楽しくチャレンジしてみませんか？

一歩踏み出して、“なりたい自分”を実現しましょう♪

秋の秋の
スポーツ＆
からだメンテナ

ンス特集スポーツ＆
からだメンテナ

ンス特集

ヨガに興味のある初めての方、大歓迎。
体の機能改善を目指します
「体が硬いからヨガは無理…そんな方ほど体は思った以
上にスムーズに動きます」とヨガインストラクターの
hiromiさん。周りと比べるのではなく自分の体に意識を向
け、心地よく体を動かしてみましょう。難しいイメージが
きっと払拭されます。詳細はインスタグラムをご覧ください。

●body create room Laugh

小川総合文化セン
ター・ラポートの32
畳の和室でレッスン
を行っています。

ヨガインストラクターのhiromi
さん。17年の実績で確かなレッ
スンが受けられます。

☎080-3793-0824
所／小川総合文化センター・ラポート
　　宇城市小川町江頭80
営／10：00～20：00
休／不定休
P ／有

★★コースなど（料金一覧）★★
■少人数制レッスン
【月曜】10：00～11：00（ベーシックヨガクラス）
【木曜】14：30～15：30
（ベーシックヨガクラス ※基本的なクラス）
【第１・３土曜日】19：00～20：00（アロマヨガクラス）
●体験（お一人様1回限り）　500円
●ビジター（単発）　1,800円
●回数券 　4回   6,000円（1回あたり1,500円）
　　　　 　8回 10,000円（1回あたり1,250円）
　　　 　 10回 12,000円（1回あたり1,200円）
■パーソナルケア
●体験　1,500円（お一人様1回限り）
●ビジター（単発）　4,500円
●回数券　4回 16,000円（1回あたり4,000円）
●ペア　4回 24,000円（お一人様1回あたり3,000円）◀〈左〉インスタグラム

　〈右〉ホームページ

●

●

カフェ・
アドマーニ

●
JA熊本うき
小川町支所
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★
●ほっともっと

●ミルキー
動物病院
たまとぽち

※価格はすべて税込みです
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一生ものの美しい所作、姿勢を
クラシックバレエで身につけませんか？
熊本で唯一キャリアがある先生から指導が受けられる
エクラン。現在3才～大人まで幅広い年代の方が通われ
ています。初めての習い事で楽しく学びたい方も、本格
的にクラシックバレエを学びたい方にもオススメです。
まずはお気軽に、無料体験や見学をしてみませんか？

●バレエスクールエクラン

2022年2月に行われ
たスクールパフォーマ
ンス。煌びやかな舞台
で練習の成果を発揮
できます。

予科クラス、幼児科クラ
スのレッスン。姿勢を保
つ訓練を行うことで、
バランスの取れた身体
になっていきます。挨拶
やマナーも身につきま
すよ。

★★コースなど（料金一覧）★★

☎096-353-5232
所／八代市出町2-9（堀口陶器店跡）
営／火曜・木曜・土曜
　　13：00～21：00
P ／5台

桜十字ホール
やつしろ

黒川製菓

志垣
自転車店

ローソン

ジョイフル

●

●●

●

●

→

→
P★
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■幼児科クラス（3歳～小学生未満）　週2回　  7,000円
■予科Ⅰクラス（小学校1・2年生）　　週1回～  5,500円～
■予科Ⅱクラス（小学校３・４年生）　  週1回～  7,500円～
※この他の学年、大人向けのクラスもあります。
　詳細はお問い合わせください。

チアダンスを始め、様 な々ダンスが学べて
国内外の大会で入賞も目指せます
チアダンスをメインにJAZZやHIPHOP・バレエなど、様々
なジャンルのレッスンをしているダンス教室。県外の拠点
もあり、生徒数は500名程！ 国内外の大会でも上位入賞
の経験あり。ダンスを楽しく学びたい方、大会への出場を
目指す方、初心者から上級者までぜひお問合せを。

●CherryBlossom

3才から大人まで、大勢の仲間が待っています。男の子も大歓迎！
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★★コースなど（料金一覧）★★
■A（選手）クラス
　月会費 6,600円
■B（通常）クラス
　月会費 3,300円
★入会金
　各クラス 5,500円

※全ての教室へ何回でも受講可能
※入会初月の会費1ヶ月分は無料
※兄弟2人目以降は月会費が半額
※ジャンル別クラス1200円～有。
　詳細はお問い合わせください。

☎090-4351-1888
所／八代市・合志市・宇城市・宇土市・上益城郡・
　　熊本市中央区・東区・北区・南区
　　※内容により会場・曜日・時間が違います。インスタグラム

もう歳だから・・と諦める前に。
あなたの不調を全力で解決!
2021年ミセスオブザイヤーでグランプリを獲得した
オーナーの岡崎さん。こちらは体の不調を感じる方の
駆け込み寺として自分の体を見直すことからスタート。
自分に合った食生活と運動について的確なアドバイス
で、一生続けられる健康法を体感してみませんか？ 

●セナレッチ熊本

体の不調は姿勢に出ます！ 丁寧なカウンセリングであなたの体
がどんな状態なのか掘り下げていくことから始まります。オーナーの岡崎さん。2021年ミ

セスオブザイヤーにも輝く、「体
を整える」プロ。気になる方は相
談してみませんか？ ★★コースなど（料金一覧）★★

■対面グループレッスン（2名程度）
　入会金 5,000円  　　1回   3,000円

■オンラインレッスン（個人）
　入会金 5,000円　4セット 10,000円

■食改善＋パーソナルレッスン　  2ヶ月 55,000円
　（週1回のフォローが入ります）
★無料カウンセリング実施中！

所／八代市迎町1丁目4-16
営／9：00～18：00 ※要予約
休／日曜・祝日
P ／有

☎090-7983-5512

◀〈左〉インスタグラム
　〈右〉ホームページ

●

● ●●

珈琲館
樹里

酒の
たむら

●
麺食楽
やしろ

カウベルーン
麦島線 ★

健康
マッサージ

企業・介護施設・子ども会・老人会などの
健康維持に◎ 県内どこでも出張します!
「健康経営」をご存知ですか？ 「健康経営」とは、経産省
が推進している、従業員等の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に実践することです。 従業員の活力向
上や生産性の向上のためにも、お坊さんのお話と運動
で心身の健康を保ちませんか？

●お坊さんインストラクターしんごちゃん

☎090-1405-5454
●お坊さんインストラクター
●浄土真宗 真宗大谷派教師
●やつしろ健康倶楽部 主宰
●日本からだワーク協会® 所属

お坊さんのお話＋運動のメ
ニューは企業や介護施設、老
人会で人気。親子で楽しめる
トランポリンはママ友同士の
集まりや子ども会などに◎▲インスタグラム

★★コースなど（料金一覧）★★
■からだバー®　■からだジャンプ®（トランポリン）　■ヨガ
★一般　1時間　1,000円～／1人
★団体　1時間　10,000円～／１団体
※別途交通費
※コースの組み合わせなど詳細は応相談

2本の長いバーと1本の短い角
材を可動性のある金具で構成
したバーに、木製のピン（突起）
がついた「からだバー®」で、伸
ばす・曲げる・縮める・木圧で
ほぐすなどの運動ができます。
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