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Aloha〜！株式会社ラストウェルネスの脇谷です。新年あけましておめでとうございます。昨年も
LEALEA×AURA SPAをご利用頂き、ありがとうございました。会員の皆様に支えられて、昨年も大きな事
故なくクラブ運営を終えることができました。また、ここ数年はコロナや大変不安定な社会情勢の中でのク
ラブ運営になっておりますが、無事に2023年を迎えることができたのは、会員様や関係している全ての
方々のおかげです。元気を与える仕事をさせていただいておりますが、我々スタッフが皆様に元気、勇気
をいただいていおります。この場を借りてお礼申し上げます。『安全・安心・楽しい』クラブ作りを土台に、さ
まざまなチャレンジをしてまいります。今年も、どうぞ宜しくお願い致します。
さて、この年末年始はどのように過ごされましたか？ゆっくりすることができて、日頃の疲れをリフレッ
シュすることはできたでしょうか？私は、毎年どこかに出かけるような事はしていなく、普段ほとんどとれて
いない家族との時間を過ごしていました。また毎年、昨年の振り返りと、今年やりたいことなんかを考える
時間をとっております。これをやってみたいな、チャレンジしてみたいなと思う事を、大きい、小さいは関係
なく書き出すようにしています。これも、もう何年も続けている年始の恒例行事です！振り返ると毎年、意
外とやりたいと思った事をやっている事に気付けます。私の大切にしている考え方の一つで、『人はなりた
いと思うようにしかならない』という考え方があります。思い描くことから全ては始まると思っています！
我々フィットネスクラブ業界は、このコロナウイルスで大きな影響は受けました。さらに、それがまだ続い
ています。ただ、そんな時にしか見えてこないもの、考えられないものがあると信じております。地域で生
活している方々の健康、メンタル、社会との繋がり、この3つを豊かにできるようなサービスを提供する事
が我々の使命だと強く認識しております。我々フィットネスクラブが地域生活者の健康の中心になり、地域
を元気にしてまいります。2022年10月に事業を再定義しました。新しい事業定義は、『新習慣定着支援、
ライフスタイル創造事業』です！会員様一人一人に対して、現状課題をクリアすることは勿論ですが、自
信や発見、新しいチャレンジなど、その方の人生がより豊かになるようにサポートすることが我々の事業
です。
今年も、会員の皆様にとって健康で、楽しく、より豊かな一年になるようにサポートさせていただきます。
引き続き、LEALEA×AURA SPAを宜しくお願い致します☆
Ｍａｈａｌｏ（感謝） ＳＨＯＪＩ （脇谷 正二）

支配人より新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
昨年1年間を振り返ってみると、コロナウイルスの影響を受けつつも、少しずつ以前の利用状態に戻せる
よう努力して参りました。
またまだ課題も多く、皆様にはご迷惑をおかけしていることもあるかと思いますが、フィットネスクラブの3
大原則である”安全・効果・楽しい”を念頭に、皆様がLEALEA LIFEをいつまでも楽しく続けて頂けるよう
スタッフ一同、サポートさせて頂きたいと思っております。
今年は早くコロナ禍が終息に向かうことを祈りつつ、改めてスポーツクラブが存在する意義を明確にし、
もっと地域や各世代の方からなくてはならない存在＝地域のインフラになる！
そんなクラブを目指して様々な取り組みや活動をしていきたいと思っています。
本年もLEALEA＆AURA SPA東戸塚店を宜しくお願い致します。
支配人 前田 拓郎

LEALEA 1月～レッスンスケジュール

🎍

皆さん、こんにちは(^^♪
新年あけましておめでとうございます
今年も宜しくお願い致します。
さて、1月〜AURA SPAレッスンスケジュール変更のお知らせです。
下記、ご確認お願い致します。
（火）
11:00~12:00 ★レアフィット 担当：奥村→★サーキット&コア（プログラム変更）
12:15~12:45 背筋ピン 担当：兵頭→尾崎（担当変更）
13:30~14:00 全身シェイプ30 担当：兵頭→尾崎（担当変更）
（水）
14:15~15:15 ★初級クラス 担当：工島→舛下（担当変更）
20:00~21:00 ★バイパースクール 担当：工島→齋藤（担当変更）
（木）
13:30~14:30→13:15~14:15 オリジナルエアロ 担当：山口（雅）（時間変更）
（金）
16:15~16:45 スモールボールエクササイズ 担当：田村（クローズ）
19:45~20:30 ボディーワークアウト 担当：須崎→尾崎（担当変更）
（土）
12:00~13:00 ★サーキット&コア 担当：工島→上田（担当変更）
17:15~18:00 GroupFight 担当：工島（クローズ）
（日）
13:55~14:40
15:00~15:45
16:00~16:30
17:50~18:35

ボディーワークアウト 担当：工島→上田（担当変更）
エアロLOW 担当：緑川→KEIKO（担当変更）
ストレッチ 担当：奥村→田村（担当変更）
ボディーワークアウト 担当：上田→川崎（担当変更）
LEALEA担当 田村 翼

AURA SPA 1月～レッスンスケジュール

✨

😋

皆さん、こんにちは(^^♪AURA SPA担当の城山です
あけましておめでとうございます 年末年始はゆっくりお過ごしになりましたか？
さて、1月〜AURA SPAレッスンスケジュール変更のお知らせです。
下記、ご確認お願い致します。
(火)19：00～19：45 オーラヨガ 担当：城山→舛下(担当変更)
(金)20：15～21：00 オーラヨガ 担当：片野→須﨑(担当変更)
(日)14：15～15：00 オーラヨガ 担当：奥村→城山(担当変更)
16：00～16：45 ピラティス→オーラダイエット 担当：緑川→奥村(カテゴリ,担当変更)
今月のテーマは「姿勢」です
背骨や骨盤を整えるポーズを中心に行い、姿勢の歪みを改善しましょう
AURASPA担当 城山 彩奈

✨

🎶

年始は指先から気分を変えて☆
こんにちはネイルオハナレイです
毎月変わるキャンペーンネイルがお得な価格でお利用いただけます。
シンプルな1カラー系 ５９８０円 → ３９８０円
フレンチ系のネイル ６９８０円 → ５４００円
ご予約は店頭かホットペッパービューティーで出来ます。
(キャンペーンネイルをご予約の場合はリクルートポイントはご利用出来ません)
ネイルサロンオハナレイ

2023年 新春初売り～年末年始太りの集中リセット応援キャンペーン～

😊

こんにちは、BEAU VOYAGEです
2023年の新春初売り～年末年始太りの集中リセット応援キャンペーン～のお知らせです！
ボディコース 10％OFF！！！！
《対象コース》
■ボディ60分 5回(有効期限2ヶ月)
通常価格60,500円→54,450円
■ボディ60分 10回(有効期限3ヶ月)
通常価格
■よもぎ蒸し 10回(有効期限3ヶ月)
・年末年始に暴飲暴食してしまった方
・新しい年を迎えボディ改装したい方
・代謝アップして、痩せ体質を作りたい方
・集中的に通いたい方
ぜひこの機会にご来店お待ちしております

✨

BEAU VOYAGE担当 城山 彩奈

栄養相談窓口開設！！
皆さん、こんにちは(^^♪管理栄養士の城山です！
年末年始で体重が増えてしまった…という方は少なくないと思いますが、そんな方に朗報です！
12月から栄養相談窓口が開設されています☆
★健康診断結果が良くない方
★運動で効果が出ていない方
★今の食事内容に不安がある方
ぜひ一度、レアレアの管理栄養士とお話をしませんか？
30分間の無料カウンセリングで、体組成測定、問診、食事アドバイスをさせて頂きます。
ムリな食事制限なしで、正しく食べて痩せるを実践します！
また、食事サービスの登録をしていただくと、不安がなく、ダイエットを続けられるように、
カウンセリング時に設定した改善ポイント（食行動）が無理なく進められているか
確認をしていきます。
管理栄養士からの食事アドバイスも週一回以上あるので、
効果を実感でき、1人では変えることができなかった食習慣も改善しやすくなります。
皆さんからのお問い合わせお待ちしております
会員様だけでなく、（会員登録をしていない）ご家族様、お知り合いの方のお問い合わせも受け付けてい
ます！ぜひフロントもしくは館内POPからお申し込みください☆彡
管理栄養士 城山彩奈

✨

★わくわくＮＥＷＳ★
寒い冬はホットスタジオで温まりましょう
皆さん、こんにちは！！
寒い日が続き冷え性に悩まされている方、身体に痛みが出てきている方、常温のスタジオでは汗をかけ
ずに不完全燃焼だな～と感じている方に朗報です☆彡
12月・1月限定でホットパスポートキャンペーンを実施しています！

期間中のご登録でなんと1カ月分の料金が無料となります
また、ホットスタジオのご体験もお一人様1回まで500円となります
ホットパスポートは、1日にAURAスタジオと岩盤浴を1回ずつ利用することができま
す。
1カ月でホットスタジオを5回以上利用できる方にとってはとてもお得になります。
月5回は難しいけど…という方には、回数券もございます。

回数券は、10回分のお値段で、12回利用が出来るので2回分が実質0円になります！
有効期限もないのでご自身のペースで、期限に追われることなくご参加いただけます。
皆さんのレアレアスタイルに合っているのはどちらでしょうか？
寒い時期ならではの身体の悩みを仕方ないからと諦めるのではなく、いろいろ試して体質や体調改善が
できるように工夫してみてください

✨

担当 奥村

レッスン紹介(^^)/
ボディワークアウト 日曜日 17：50 ～ 18：35 川﨑
皆さん、こんにちは！
フィットネスチームの川﨑です！
最近すごく寒い日々が続いていますが、体調管理はいかがでしょうか？
なんと！この度一月からボディワークアウトのレッスンをご担当させていただくことになりました！
トレーニングは日頃からしているのですが、音楽に合わせてのトレーニングは今回が初めてなのでとても
緊張してます。。。
ですが、ジムエリアで会員様に温かいお言葉を日々いただいたため、全力でがんばりたいと思います！
是非是非、ご参加のほどよろしくお願いします
全身シェイプ30 火曜日 13：30 ～ 14：00 尾崎
皆さんこんにちは！尾崎です！
１月から火曜日全身シェイプ30を担当させていただきます！
こちらのレッスンでは30分間でダンベルを使ったり自重で全身のシェイプアップを
目
的としています！
体力やその日の体調に合わせてダンベルの重さや負荷を変えることができるので、ご不安な方も安心し
てご参加ください♪
一緒に全身を引き締めて、健康的な身体づくりをしていきましょう！

1月の栄養セミナー

😋

皆さん、こんにちは!(^^)
最近仙台に牛タンを食べに行きたいとひたすらに言っている城山です
さて！！１月も栄養オンラインセミナーを実施いたします！！

✨

今回は、「バランスに着目！ダイエットセミナー」と

「たんぱく質だけじゃない！シェイプアップセミナー」です
バランスに着目！ダイエットセミナー：

１月１０日(火)１９：００～１９：３０ 担当：須﨑(東戸塚店)
今回はダイエットのカギとなってくる食事バランスを中心にお話します！
食事内容を意識して楽しくダイエット★
たんぱく質だけじゃない！シェイプアップセミナー：
１月２２日(日)１４：３０～１５：１５ 担当：長南(横浜東口店)
筋力アップにはたんぱく質以外にも
大事な栄養素があることをご存知ですか？
たんぱく質の吸収を良くして、効率よく筋力アップしましょう

🎶

😊☆

無料のセミナーになっております。ご予約は右のバーコードもしくは
フロント、ＨＰ、ク―ビックから！！皆さんのご参加お待ちしております

管理栄養士 城山 彩奈

1月生まれの方、お誕生日おめでとうございます!(^^)!
1月お誕生日の皆さんおめでとうございます。
今月もバースデーチケットをプレゼントいたしますので、是非利用したことないスクールや岩盤浴、身体の
測定などもしてみて下さい
また、招待チケットも一緒にプレゼントいたしますので、レアレア×オーラスパに来たことがないという方が
お近くにいらっしゃいましたら、是非、一緒にご来館ください

😊

🎵

------------------------------------------------------------------------------------------------

🌷

舛下 1月18日生まれ
皆さん、こんにちは！1月18日で23歳になる舛下です
22歳の年は、学生から社会人の仲間入りをし、貴重な経験をたくさんさせてもらえた刺激
いっぱいの年でした！あっというまに1年が過ぎて、あまり記憶がありません（笑）
なので今年は、レッスンの質を高めて、皆さんに楽しい！また来たい！と思ってもらえるよ
うなレッスンをしていけたらと思っています
また、趣味を見つけてプライベートも充実した年にしたいです
ぜひ皆さんの趣味も教えてください！
23歳になった私もどうぞよろしくお願い致します

🔥

☺️

☀️

ゴルフスクール
皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
ゴルフスクールでは、今年も皆様のゴルフライフがより良いもにするための、テーマレッスンやコースレッ
スン、コンペなど様々なイベントなどを、行っていきますので楽しみにしていてください。
さて、今月のテーマは「グリップの感度を高めてナイスショット」です。グリップは唯一体と道具が接する場
所です。その接し方が良いと、そこからクラブの情報が伝わったり、体からの情報を伝えたりすることがで
きます。
例えばクラブのしなりや、重さが感じられたりと、その事によりタイミングが掴めスイングの安定にも繋がり
ます。
そこで、当スクールではその能力を高める効果的な運動を行います。

ご興味のある方は、4階フロントまたは3階ゴルフスクールまでお問い合わせください。
ゴルフスクール 和田

栄養コラム
皆さん、こんにちは！ LEALEA＆AURA SPAの管理栄養士です。
ビフィズス菌という名前を聞いたことはありますか？
ビフィズス菌とは、腸内に生息する善玉菌で腸内環境を整える作用があります。

💡
ビフィズス菌の摂取方法にはポイントがあります
POINT1 生きたまま腸に届ける

POINT2 ビフィズス菌の餌になるものと一緒に食べる
糠漬けやキムチ、納豆、味噌、醤油などの発酵食品にも多く含まれています。ただし、ビフィズス菌は死
滅しやすい細菌です。加熱で死んでしまいますので、加熱の不要な食べ方を選びましょう。また、なんと胃
酸でも死んでしまうので、食べるタイミングとしては、胃酸が弱まる食後がおススメです。
また、善玉菌の餌となるものを一緒に摂取することによって相乗効果が得られます。
善玉菌の餌になるのは、食物繊維(玄米、オートミール、ひじき、切り干し大根、きのこ類、ゴボウなどの根
菜類)やオリゴ糖(玉ねぎ、にんにく、アスパラガス、大豆、はちみつ、バナナ)これらと一緒に食べることで、
さらに効果が高まります。
★おすすめレシピ
【材料（1人前）】
・ヨーグルト100g
・ミックスナッツ5，6粒
・キウイ、バナナ、柑橘類、はちみつなど
【作り方】
①ミックスナッツを荒く刻む
②キウイやバナナなどを食べやすい大きさに切る
③器にヨーグルトとナッツ、フルーツを乗せ、お好みではちみつをかけたら完成！
※キウイやバナナ、はちみつに含まれるオリゴ糖とナッツに含まれる食物繊維でビフィズス菌の役割をさ
らに高めるお手軽メニューです！
ビフィズス菌をうまく活用して腸内環境を良くし、健康的な生活を送っていきましょう！
レアレア栄養士

🎍

泳法 【ターンについて】
皆さん、こんにちは！おせち料理といえば、筑前煮が一番好きな田中です
今年こそは箱根駅伝を生で見るぞ！と意気込んでいましたが、
毎年起きると往路のゴール付近になっています
寝正月が性に会っているかもしれませんね・・・。

💦

先月までで四泳法の解説が終了しましたので、今月からはターンの解説です！
今回は【タッチターン】です！
通常の25ｍプールで50ｍ以上泳ぐ場合は、ターンが必須になります。
ターン自体は一瞬の事ですが、技術を向上させることが出来れば、
自己ベストタイムを更新することも可能です！
タッチターンのポイントとしては、①タッチした時に壁に近づき過ぎない②壁にタッチした時に身体を左に
少し傾ける、以上の2点を意識していただければ、スムーズにターンが出来ます
25ｍだけで満足されている方は、是非50ｍに挑戦してみましょう！
ターンは中級クラス以上のWSSで練習出来ますので、ご参加お待ちしております

✨
😊

ウェルネススイミングコーチ 田中 秀義

ご挨拶
兵頭
私事で大変恐縮ではございますが、この度１２月３０日付で東戸塚店での勤務
が終了し、来年１月よりAnatato上大岡店をオープンさせる運びとなりました。
東戸塚店では本牧店に異動するまでの３年間と、戻ってきてからの１年間の計４
年間大変お世話になりました。
皆様とお話しする時間が何よりも楽しかったので寂しさもありますが、新天地で
も一人でも多く方を健康に導けるよう精進していく所存です。
今後、パーソナルトレーナーとして東戸塚店に戻ってきた際にはまた皆様とお話しできるのを楽し
みにしております。
皆様の健康を心よりお祈り申し上げます。

工島
私事で大変恐縮ですが、12月31日をもちまして退職することになりましたので、皆
様にご挨拶させていただきます。
東戸塚店に配属になり1年間大変お世話になりました。心より感謝致します。
皆様とはレッスンやスクールで一緒に身体を動かし、少しでも皆様の運動のサポー
トができていたら幸いでございます。
レアレアを離れますが、皆様からいただいたパワーを糧に今後もがんばって参りま
す。
皆様が健康でお過ごしになることを心からお祈り申し上げます

Aloha～！株式会社ラストウェルネスの脇谷です。新年あけましておめでとうございます。昨年も
LEALEAキッズスクールをご利用頂き、ありがとうございました。ここ数年コロナウイルスや不安定な社会
情勢の中で、クラブを運営することができているのは会員の皆様のおかげです。本当にありがとうござい
ます。お子様の成長を間近で見ることができ、沢山の勇気や感動をいただいております！！逆に我々が
日々パワーをいただき、レッスンを提供させていただいています。今年も、『安全・安心・楽しい』を基本
に、スクールやクラブ外でのイベントなどを通して、お子様にさまざま体験を提供し、楽しんで体も心も成
長していただくことに貢献してまいります。本年も宜しくお願い致します。
さて、新年という事もあり、これからのフィットネスクラブ（民間のキッズスクール）の役割について少し話
をさせていただきます。当社キッズスクールのコンセプトは、ご家庭、学校、そしてお子様にとっての第三
の安心できる場所として、我々が存在していきたいというものです。ご家庭、学校とも連携しながら、お子
様の成長をサポートするという事を考えてスクール事業を日々運営しております。この学校と民間のフィッ
トネスクラブの連携というのが加速しているのが現在の流れです。小学校では、老朽化などでプールを維
持管理していくのが難しく、また専門の知識のない先生がプールの指導にあたるのもどうなのか？という
考えが出ております。また、プールの夏期指導や、中学校の部活動指導など、休日を使って指導にあた
るものが先生の働き方として改善していかなければいけないという流れになってきています。
実際に自治体によってはプールの授業そのものを、民間のフィットネスクラブ（キッズスクール）に委託し
ている自治体も出てきており、この流れは加速していくことが予測されます。弊社の店舗がある三鷹店で
も近隣の小学校の一部水泳指導を委託されて、我々のスタッフ学校に指導に行かせていただいたり、ま
た店舗までお子様に来ていただき学校の授業をさせていただいております。このような流れから、今後ま
すます民間のフィットネスクラブ（キッズスクール）は地域のお子様の成長をサポートする重要な存在に
なっていくと思っております。その重要な役割を果たせるように、自覚と覚悟を新たにスクール運営をして
まいります。
今年も通っていただいているお子様に沢山の体験を通して、体も心も成長していただけるようにサポー
トさせていただくことは勿論の事、地域社会にとってなくてはならない存在になっていけるようにスクール
運営をしてまいります。本年もLＥＡＬＥＡキッズスクールを宜しくお願い致します。
Ｍａｈａｌｏ（感謝） ＳＨＯＪＩ （脇谷 正二）

～２０２３年２月からクラス新設！！～

🌟

皆さん、明けましておめでとうございます 久しぶりに実家に帰りのんびり過ごせたかずきコーチです！
冬休みは楽しく過ごせましたか？スクールが始まった時に皆の思い出話を聞くのを楽しみにしています！
さて、今回は2023年2月からのクラス新設についてお知らせ致します。
スイミング：日曜日11:00～12:00 対象年齢：3歳～小学生
体操
：日曜日11:00～12:00 対象年齢：3歳～年長
クラス変更など1月から承れますので、変更ご希望の方はフロントにてお手続きをしてください。
また、ご新規会員様も募集中ですので周りで習い事を探している方がいらしたらレアレアキッズスクール
をご紹介下さい♪
かずきコーチ

😊✨

～1月のキッズスクール体験会について～

🐰

皆さんこんにちは(^^♪最近雪だるまネイルをしてテンションが上がっているこゆきコーチです
あけましておめでとうございます
本年も宜しくお願い致します。
2023年最初のキッズスクール体験会のご案内をさせて頂きます！
〈スイミング体験会〉
〈体操体験会〉
日程：１2月11日、18日(日)
日程：１2月１5日（日）
時間：11：45～12：45
時間：11：45～12：45
定員：15名
定員：１0名
通常クラスも随時体験が無料となっております！
対象スクール：スイミング、体操、空手、ダンス、バレエ、チアリング
期間：１月8日（日）～31日（火）
◇入会特典
・入会金無料 ・月会費２ヶ月無料 ※半年間の在籍が条件となります。
2月からクラスも増設されてより通いやすくなります(^^♪
今年初めての習い事をレアレアで始めてみませんか？
まだ習い事を始めていないお子様・お友達のご体験・ご紹介を心よりお待ちしております。

また、お子様が通っていただくとお父様・お母様２人合わせて６，６００円でジムエリア、プールエリア、温
泉が使い放題のファミリープランもございます(^^)/
なんと今ならお子様と同時入会でファミリープランも２ヶ月無料になる特典もございます☆
是非この機会に、レアレアで体を動かしてリフレッシュしていきましょう
担当 こゆきコーチ

🔥

～キッズスイミングスクールからのお知らせ～
いつもレアレアキッズスクールをご利用の皆さま、新年あけましておめでとうございます。
今年もスタッフ一同、安全にお子様の成長のサポートをさせて頂きます。
今回は、振替を取る際の注意点をお知らせ致します。
①級ごとに振替られるクラスが異なります。
24級～19級
平日：15:30～（Aクラス）、16:30～（ABクラス）
土曜：9:00～、10:00～、11:00～、13:30～、14:30～（ABクラス） 日曜：9:00～、10;00～
18級～7級
平日：15:30～（Aクラス）、16:30～（ABクラス）
土曜、日曜：全クラス
6級～白帽子
平日：16:30～（ABクラス）、17:30～（Cクラス）
土曜、日曜：全クラス
②振替は必ずお子様の級でお取りください
例）14級のお子様 10T6‐1（級幅）× 10T15‐13（級幅）〇
※ご自身の級幅以外での振替は承れないのでご注意ください
以上となります。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
レアレアキッズスクール一同

