
 

   

                          

    

                 

  

  ～～ ＬＥＡＬＥＡ Message ～～ 

Aloha〜！株式会社ラストウェルネスの脇谷です。いつも LEALEA×AURASPA をご利用いただき、ありがとうございま

す。5 月に入り、運動するにも、どこかに出かけるのにも、とても良い季節になりました。会員の皆様はいかがお過ごしで

しょうか？今年のゴールデンウィークは、休みの並びが良かったようで、最大 9 連休という方もいらっしゃったみたいです

ね！！観光地にも活気が戻り、いよいよ 3 年以上も続いたコロナでの自粛も終わりに近づいています。5 月 8 日からは感

染症の分類も 5 類へと変更され、当クラブでもマスクの着用などが個人の意思を尊重する流れになってきます。人それぞ

れお考えはあるかとは思いますが、ご理解頂ければ幸いです。そして、今まで沢山のコロナ感染症対策にご協力いただ

き、感謝申し上げます。 

 さて、4 月号でも少し話をさせていただきましたが、4 月から弊社にも 11 名の新入社員が加わってくれました。各店舗に

配属されて、現在毎日毎日必死になりながら、色々な事を覚えている最中です。弊社の行動規範の一つに『最大の商品

は人である』という考え方があります。これからの会社を担っていく大切な人材として、どんどん色々なことにチャレンジし

て、成長していって欲しいと思います。自分の可能性に蓋をせずに、仕事を通してやりたいこと実現していき、社会で活躍

する人材へ！ 

 先ほどの文章でも書かせていただきましたが、可能性に蓋をしないという事！最近、この考え方がとても大切だと改め

て感じております。話は少し飛躍しますが、大谷翔平選手の活躍は本当に凄い！日本中に夢と希望を与えるような活躍

だと思います。これも、大谷選手が自分の可能性を信じ努力したこと、さらにプロ野球に入団した時に栗山監督が大谷選

手を信じ二刀流をやらせたけ結果ですよね。私は単純な性格なので、、、(笑)活躍している方々を見ると、同じ人間だから、

分野は色々違えど、到達したいと本気で思った所までは誰でもいけるのではないかと思ってしまいます！可能性に目を向

けると将来がますます楽しみになっていきます(^^)/ 

 高齢化社会が進んでいく中、フィットネスクラブのこれからの役割は本当に重要なものになっていくと思っています。沢山

の方が元気で、医療に頼らずに生活していくためにも、我々が果たしていく使命は沢山あります！フィットネスクラブの力

で日本中を元気にしていきます！！ 

 その為にも、まずは目の前の会員の皆様に元気を与えていけるよう、日々取り組んでまいります。それでは、今月も 

LEALEA×AURASPA を宜しくお願い致します。 

                   Ｍａｈａｌｏ（感謝） ＳＨＯＪＩ  （脇谷 正二） 

ゴールデンウィークの営業時間 

いつも三鷹店をご利用いただきますありがとうございます。 

ゴールデンウィークの営業時間が以下のように変更になります。 

5 月 3 日（水・祝） 9：00 ～ 20：00 

5 月 4 日（木・祝） 9：00 ～ 20：00 

5 月 5 日（金・祝） 9：00 ～ 20：00 

ジム・プール・お風呂のご利用は 19：45 までとさせていただきます。 

LEALEA・AURA ともにフルタイム会員様のみのご利用になり、デイタイム・ナイトタイムのお客様はご利用できません。

プログラムはフロントの祝日プログラムをご確認ください。                          支配人：前田 拓郎 
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新入社員紹介！！ 

新入社員紹介第一弾！！ということで、三鷹店の男性陣を紹介させていただきます。 

 

はじめまして！4 月から新入社員として働くことになりました、室井慶紀(むろい よしき)と申します。 

出身地は栃木県の大田原市という田んぼと山に囲まれたのどかな場所です。 

就職が決まったので、1 人暮らしを始めました。スポーツ歴は兄の影響で野球を始め高校まで 

主に投手を守ってきました。約 10 年間野球をしてきて『自分もやれば出来るんだ』というのを 

強く感じることが出来ました。高校卒業後は大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校で 

インストラクターやトレーナーの勉強を 2 年間してきました。1 年時に JATI というトレーニング 

指導者の資格を取得しました。より理解力を得るためにトレーニングを始め、今では趣味に 

なっています。 

レアレアではパーソナルトレーニングやキッズスイミングなどを先輩社員や皆様から学び、時に教えていただきながら

自分のやりたいことを決めて、その道で頑張りたいなと思います。私は『自分にもできた！』を感じていただけるような指導

者になりたいと思います。自分自身不器用なこともあり、上手くいかないことが多いのですが諦めずに続けて、達成できた

瞬間の嬉しさは大きなものがあり、自信に繋がりました。それを私が皆様に伝えられるように楽しく運動していきましょう！

マシンの使い方を始め私の出身地のことでもなんでも良いので気軽に話しかけてください。これからよろしくお願いいたし

ます。 

室井 慶紀 

初めまして！4 月に入社しました。飯塚陽太（いいづかひなた）です。 

内定をもらったあとアルバイトで何日か来ていたので既にご存知の方もいるかも知れませんが改めて自己紹介させてもら

えればと思います。今まで野球と水泳をやっていました。高校野球では千葉県ベスト 4 に入り、 

かなり真剣に打ち込んでおりました。今までいろいろなスポーツを楽しく続けられたのは 

周りからの多くのサポートがあったからだと思い、今後はサポートする側に回りたいと思い 

専門学校に進学しトレーナーやインストラクターの勉強をしてまいりました。専門学校では 

資格の取得に力を入れてきました。資格ではスポーツ栄養やピラティスなど有名なものから 

マイナーなものまで学校で案内があったフィットネス関連のものは全て取得してまいりました。 

ぜひ、その資格を生かしていけたらと思っています。私は筋トレが正直苦手でした。きついなとか黙々とやらなきゃ、とか

考えてしまって、乗り気になれなかったのです。でもある日、スタジオレッスンに出会い、音楽に合わせて明るくかつ鍛えら

れることに感動して、魅了されました。楽しい運動の場の提供こそが私の中のゴールと目標が出来ました！！皆様からは

良いところから悪いところまで全ての意見をいただけたらと思っております。よろしくお願いします。 

飯塚 陽太 

初めまして！4 月に入社しました。芳澤一星(よしざわ いっせい)と申します。 

出身は埼玉県の深谷市で、大学は山梨学院大学を卒業しました。 

私は、小学生の頃から陸上を続けていて、中学生までは長距離を専門としていました。 

高校生の時も陸上部に入部し、長距離をやる予定でしたが、監督の勧めが 

あって競歩に専門種目を変更しました。初めて出場した大会では、後ろから 2 番目でしたが、 

この結果が悔しくて試行錯誤して練習に取り組んでいき、2 年生の時には関東大会に出場する 

ことができました。大学でも 1 年半、競歩を続けましたが、引退して現在は趣味でランニングを 

しています。フルマラソンも 1 度だけ走り、2 時間 39 分 27 秒でゴールしました。私は、陸上の長距離の経験からレ

アレア三鷹店にまた、ランニングスクールを復活させたいなと思っています。私の指導で、会員様が怪我をしにくくな

った、楽に走れるようになったと言われるような指導のスキルを高めたいと思っています。また、ランニングについて

の質問や雑談など気軽に声をかけてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。 

芳澤 一星 



役割変更のお知らせ 

皆さん、こんにちは。片山翔太です。 

 

5 月から本格的に格闘技に力を入れるため、社員からアルバイトに変更することになりました。 

2022 年 12 月 31 日に RIZIN（総合格闘技の試合）を埼玉スーパーアリーナで観戦し、 

日本 vs アメリカの試合を生で見て「俺もあそこで戦いたいっっ！！」と思ったことがきっかけです。 

 

3 年以内に RIZIN ファイターになれるように気合いを入れて頑張りますので、 

皆様ぜひ応援してください！！！ 

 

5 月からもスクール、レッスンは担当します！ 

この 1 年間で学んだこと、お客様と一緒にトレーニングをしたことをしっかり実践し、皆様に応援される選手・人間になれる

よう頑張りますので、これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

片山 翔太 

 

レッスン紹介第 1 弾！！ 

皆さまこんにちは！ 

最近、暖かくなってきて、運動のモチベーションも高くなってきた方もいると思います！ 

今回は暖かくなってきたということで「水中ウォーキング」のメリットについてお話致します。 

カロリー消費量が陸上のウォーキングより高い 

→水中ウォーキングはすごく疲れます。水中の抵抗は陸上の 10 倍になるとも言われており、水の抵抗を体全体で受けて

いる水中ウォーキングは多くのカロリーを消費することができます。 

筋肉量が増やせる！！ 

脂肪燃焼と併せて筋力アップにも繋がります。 

陸上のウォーキングに比べて、水の抵抗によって筋肉により大きな負荷がかかります。 

その負荷に対抗して歩くことで、普段使わない筋肉が刺激され、筋肉量が増加します。 

 

水中ウォーキングなら有酸素運動で脂肪を燃焼しつつも、筋肉を刺激することができます！ 

筋肉量をつけたい方、ダイエットをしたい方おススメですので是非ウォーキングをしてみてください(*’▽’) 

 

【アクアウォークレッスン】 

木 19：00～19：30 菊地 

金 13：30～14：00 小泉 

土 17：15～17：45 片山 

 

 

 

 

 

スイミング担当：沼本 陸 

 



初夏の暑さ対策！ 

みなさんこんにちは。最近はだんだんと夏を思い出させるような暑い日があります。 

夏の暑さに負けない体づくりは夏になってからでは遅いです。タンパク質やビタミン、ミネラルもしっかりと補給して今から

少しずつ備えていきましょう♪レシピを参考にしてみてくださいね(^^) 

●かじきの韓国風薬味掛け       

～材料～   

かじき ４切れ                  醤油 大さじ 2              振り塩 適量 

＊ねぎ(みじん切り) 10cm 程         ＊砂糖 大さじ 1             料理酒  適量  

＊にんにく(みじん切り)  1 片         ＊ごま油  大さじ 1           糸唐辛子 適量 

＊しょうが(みじん切り)  1 片         ＊コチュジャン  小さじ 1  

                  ＊すり白ごま 小さじ 2  

～作り方～  

＊を全て混ぜ合わせておく。  

かじきに塩を振り表面がしっとりしてきたら料理酒を振りかけ更に熱湯を回しかけて霜降りにする。 

かじきの水気をしっかり拭き取って耐熱皿に並べて＊をかけふんわりラップをしてレンジで 700w2 分加熱。 

味がなじむまで置いておき、最後に糸唐辛子を散らす。 

 

●３色ナムル                     

～材料～ 

ほうれん草 1/2 把( 約 150g）     ■ たれ   

もやし 1/2 袋（約 100g)         ●ごま油  大さじ 1  

にんじん 1/2 本（約 80g）        ●白ごま 大さじ 1  

                       ●しょうゆ 大さじ 1/2  

                       ●鶏がらスープの素 小さじ 1/3  

                       ●塩 小さじ 1/4  

～作り方～  

人参は長さ 4〜5 センチほどの細切りに、ほうれん草は 4〜５センチに切る 

ボウルにたれを合わせておく 

鍋に湯を沸かし、固いものから順に入れ２分弱茹で、ざるに上げて水気を切り冷ます 

②のボウルによく絞った③を入れ和えて完成！ 

栄養担当：和田 こゆき 

ファミリー・祖父母会員について 

 こんにちは！今回はお得なファミリー会員と祖父母会員についてご案内させていただきます☆ 

『ファミリー会員ってなに？』 

ファミリー会員はお子様がレアレアスクールに通っていると、お母さんとお父さんがお得にジムの利用ができるプランに

なります！なんと 6，600 円でお母さんお父さんの二人が施設の利用をすることが出来ます！ 

ジム、プール、スタジオレッスンはもちろん温泉も入り放題！ 

『祖父母会員ってなに？』 

祖父母会員はお孫さんがレアレアスクールに通っているとおじいちゃんとおばあちゃんがお得に施設の利用が出来る

ようになります！おじいちゃんおばあちゃん二人で 16，100 円です！ 

３世代で楽しく運動をしてみませんか？ 

ご興味のある方はフロントやお電話にてお問合せください(^^♪ 

中山 一葉 


