
　
　 　

　　　　 　

　
　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）

夏までに-10kg！ダイエットモニター人数限定募集！
5月になり、半袖日和の日が増えてきましたね！夏がもうすぐ近づいてくるのを日々感じております。コロ
ナ禍での自粛モードも少しずつ減り始め、今年の夏はこの数年分を楽しみたい！
そんな方も多いのではないのでしょうか？
現在、効果保証の短期間パーソナルトレーニングブランド”Anatato”では効果保証のダイエットモニター
を人数限定で募集しております。４月から実施しており、お陰様で多くの方からご応募頂いておりますが、
人数限定で５月中まで募集をさせて頂きます。
今年の夏は、海やプールで夏を満喫したい！
マスクを外すことが増え、フェイスラインなど気になる・・・
リモートワークが増え、運動不足を解消したい・・・
是非、この機会にご応募下さい！
【Anatatoダイエットモニター】
２か月コース　通常220,000円⇒110,000円（50%OFF）　　Anatato担当：松本



LEALEA　5月～レッスンスケジュール
皆さん、こんにちは(^^♪
LEALEA担当の齋藤です。
最近は天気がいい日が続きお出かけ日和ですね✨
さて、5月〜LEALEA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。
(水)15：15～15：45　ファンクショナルエクササイズ→ストレッチポール　　　　　　　　
　　　　担当：山口(日)→城山(レッスン・担当変更)

(金）12：45～13：45　★レアフィット　担当：川崎→香取（担当変更）

(土)　9：15～9：45　ファンクショナルエクササイズ　担当：松本→前田（担当変更）

(日)　10：15～11：15　★バイパースクール　担当：川崎→小澤（担当変更）
　　　12：15～12：45　ファンクショナルエクササイズ→優しいヨガ　担当：松本→奥村
　　　13：55～14：40→14：00～14：45　ボディワークアウト　担当：小澤　（時間変更）
　　　17：50～18：35→18：00～18：45　ボディワークアウト　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：川崎→須﨑（時間・担当変更）
以上となります。
気温も徐々に上がり熱中症リスクが上がってくるため体調にお気をつけてジムエリアご利用ください。
皆様のご参加心よりお待ちしております。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LEALEA担当　齋藤　美咲

AURA　SPA　5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😋
最近会員様、スタッフから「痩せた？」と言われて喜んでいる城山です(^^♪
(体重は全く変わらずですが…)
さて、5月のレッスンスケジュールですが、4月から変更はございません。
5月は代行が多くなっていますので、
お間違えないよう、館内ＰＯＰやＨＰをご覧ください。
　今月のテーマは「自律神経調整」です✨
背骨を意識するポーズや前屈系のポーズを中心に行い、
自律神経を整え心の安定をねらいましょう。
皆様のご参加心よりお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　AURASPA担当　城山　彩奈
フィットネスパスポート１カ月無料キャンペーン実施中！
1年弱東京から通っていましたがやっと引っ越しができるのでルンルン♪♪な奥村です😊
AURA SPA会員様がオプションとして付けられるフィットネスパスポートはご存じでしょうか？
このパスポートでは、ジムエリアのマシンとサーキットエリアをご利用できます。
ダイエット・筋力アップ・体力アップが目的の方はジムでの運動も同時に行うとさらなる効
果が期待できます✨
通常１カ月1,650円のところ、なんと今月末まで１カ月無料でご登録ができます！
さらに、BOCA(体組成）測定とマシンの使い方の案内もついてきます👏
夏に向けて身体を絞りたい方、体力をつけてもっと休みの日をアクティブに楽しみたいと
いう方は、この機会にご登録してみてはいかがでしょうか🔥
AURAスタジオ・岩盤浴に詳細のPOPが掲示してありますのでご確認いただき、ご興味
のある方はお近くのスタッフまでお声掛けください！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　奥村　恵梨子



5月の栄養セミナー
皆さん、こんにちは!(^^)
ゴールデンウィーク連休を頂くのですが、何もする予定が決まっていない城山です…
さて！！5月も栄養オンラインセミナーを実施いたします！！
今回は、「今と将来の為の身体作りを！食育セミナー」と
「身体を知ろう★健康診断セミナー」です✨

今と将来の為の身体作りを！食育セミナー：
5月7日(日)１２：３０～１３：１５　　担当：山宮(あざみ野店)
　　　　　　　　身体を作るのは食べ物。
　　　　　　　小さい頃に食べる物で、将来の身体ができます。
　　　　　　　アレルギーになりやすい、風邪をひきやすい、シミができやすいなど
　　　　　　　　食べ物で未然に防ぐ方法を知りましょう！

身体を知ろう★健康診断セミナー：
5月19日(金)２０：００～２０：４５　　担当：烏山(三鷹店)
　　　　　　　毎年受けている健康診断、結果を見て放置していませんか？
　　　　　　　年に一度、ご自身の身体を知る良い機会を無駄にせず
　　　　　　　結果をもとに、身体を見直しましょう。

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

ゴルフスクール・『春のコンペ2023』
皆さんこんにちは、今年は暖かい日が多かったせいか？桜の開花も早かったですね。いよいよ、ゴルフ
シーズンの到来ですね。
ゴルフスクールでは毎年恒例の春のコンペを、去る3月27日月曜日に、鎌倉パブリックゴルフ場において
開催しました。ご参加の皆様の気掛かりは当日のお天気です。コンペ1週間前から、どこの予報会社も傘
マークがついた雨の予報でしたが、コンペ当日は雲は多いものの雨は上がり、時折日が差して良い天気
の中でプレーすることができました。
そんな中、優勝されたのは、当スクール最年長、御年９１歳鈴木喜三郎様です。鈴木様は今回のコンペに
向けて、18ホール回りきることを目標にして、体力強化のためトレーニン
グを積んで来られました。その姿勢は他の会員様の目標でもあります。
準優勝は畝尾様です、畝尾様の目標は練習の時のスイングをコース内で
もやり切ることでした。ご本人納得のショットが何本か打てたと、嬉しい報
告がありました。
3位は山内様です。山内様はスイング改造の成果が出せての入賞です。
【ニアピン＆ドラコン】
渡辺亜紀様、山内光様、米山直人様、斉藤勝太郎様
【ベスグロ】
山内光様、渡辺亜紀様

ゴルフスクールでは、毎月行うコースレッスンや月毎にテーマを変えて行
う体験会、季節ごとに行っているコンペなど様々なイベントを開催しております。これからゴルフを始めた
い、もっと上達したい方など、ご興味のある方はフロントまたは3階ゴルフレンジでお尋ねください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴルフスクール　和田



★わくわくＮＥＷＳ★　　　　　

泳法　【タッチターンについて～背泳ぎ→平泳ぎ編～】

皆さん、こんにちは！やっとこたつ布団を片づけた田中です✨
夜はまだ少し冷えますので、皆さん体調にはお気を付けください🥶

今月は個人メドレーの【背泳ぎから平泳ぎのタッチターン】です！
個人メドレーのタッチターンの中で一番難度が高いターンになるので、苦手に感じる方も多いのではない
でしょうか？
背泳ぎのみの時のタッチターンと同じで5ｍフラッグから壁までのストローク数を把握し、
壁にぶつからないようにしましょう！
タッチをする時の手は、可能であれば右手でタッチしましょう！
理由としましては、左手だとターン後に
反対のコースに行ってしまう可能性が高いからです。
また、タッチする時に肩の回転角度90度未満になるように
心掛けましょう！
90度以上になってしまうと、泳法違反になってしまいますので、
気を付けましょう！
ターン後は、余裕があれば1搔き1蹴りを実施しましょう！
個人メドレーをスピードアップするためには、背泳ぎと平泳ぎが重要ですので、
是非挑戦してみてください💪搔き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウェルネススイミングコーチ　田中　秀義

トレーナーによるトレーニングのポイント
皆さんこんにちは！なんと小学生ぶりに虫歯が見つかりました。上田です💦
夏が近づき、Tシャツを着る機会が増え、露出が多くなる季節が迫っていますね。
今回は、Tシャツを着た際に目立つ「二の腕」についてお話します💪　　　

【こんなお悩みをお持ちの方必見！二の腕の豆知識！】
●二の腕のたるみが気になる…。
●かっこよくTシャツが着たい！

🌟二の腕の正式名称は「上腕三頭筋」といい、なんとびっくり、実は腕の筋肉の３分の２もの体積を占め
ているんです。腕となると力こぶである「上腕二頭筋」に目が行きがちですが、実は裏側の三頭筋の方が
大きいのです！すなわち、しっかり鍛えることで様々なメリットがあります🔥
メリットとしては、シェイプアップ目的であれば二の腕が引き締まりキレイなラインが作れること。筋肥大目
的であれば、太くたくましい腕を手に入れることができる。などなど様々ございます。
夏に向けてキレイな体を作っていきたい、エクササイズを知りたい！という方は、ぜひ上田までお声がけく
ださい！
私も、たくましい腕を手に入れ、Tシャツの似合う男になれるように、残り数カ月ですが足掻いていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トレーナー　上田



『油』は体に良い？悪い？「摂りたい」油と注意点！
早速ですが、「油」という言葉から、体に悪くて、太ってしまう原因で、血液がどろどろになって……等々、ど
ちらかというと悪いイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

しかし、実は油にも様々な種類があり、体に良い油もあるんですよ！

今回は、その油の種類の違い、そしてどのようなものを摂取すれば良いのか、更には意外と勘違いされ

ることの多い油の取り方についてのお話をしていきます。

☆控えるべき油

①飽和脂肪酸

　「悪玉コレステロール」を増加させてしまいます。

身近なものでは、バターや生クリームなどの乳製品、肉の脂肪、パーム油に含まれていて、市販のチョコ

レートや揚げ菓子、マーガリンなどに多く使われている油です。

②リノール酸油。

　主に含まれているのは大豆油、とうもろこし油、ごま油です。サラダ油や調合油として、広く家庭で使用

されている植物油です。摂取量が過剰になると、血液がどろどろになる・血圧が上がる・脂肪の貯蓄が進

む

といったマイナス面が。料理には欠かせないものですが、使用量を工夫していきたいところです。

☆体に良い油とは

①α-リノレン酸
　代表的なものとして、亜麻仁油（アマニ油）、シソ油、エゴマ油などに含まれてい

ます。商品のパッケージにもよく記載される、いわゆる「オメガ3脂肪酸」が多く含
まれているものです。

効果は、血液がサラサラになる・血圧を下げる・脂肪の貯蓄を抑えることが期待で

きます。

アレルギー性疾患の改善や、高血圧の予防などで注目を集めています。

②EPA・DHA
　サバやイワシといった青魚に多く含まれるもので、血液の流れや脳の働きを改善させる効能がありま

す。記憶力の向上にも寄与するといわれ、「魚を食べると頭が良くなる」なんて歌も流行しましたね。

更に、美肌効果も有しており、美容に気を付けたい方にはその点も含めてお勧めできる食材です。

③オレイン酸油

ほどほどの量を摂取していきたい油の一種。代表的なものは、オリーブ油やキャノーラ油です。

コレステロールの上昇を抑えてくれる他、乾燥肌の予防にも有効です。

今日からでも、摂取する油を良いものに変えていきましょう。

悪い油を取り続けて体にたまってしまった汚れは、良い油で落としていきましょう。

美容にも健康にも役に立つ「油」を、うまく活用していきましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レアレア管理栄養士

今月のネイルはこちら！！　
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カラー系のデザイン　　￥5980　→　￥3980
フレンチ系のデザイン　　　　　　 ￥6980 →　￥5400 　
ご予約は店頭かホットペッパービューティーから出来ます！　　　　　
皆様のご来店を心よりおまちしております！　　　　　　　　　　　　ネイルサロンオハナレイ



レッスン紹介(^^)/

ZUMBA木曜日　19：00　～ 19：4545　担当：片野　
皆さんこんにちは！
今回は私が木曜日の19時から行っているZUMBAの紹介をさせていただきます。
ZUMBAは楽しくパーティー感覚で踊る事をコンセプトにしたダンス系のエクササイズです(^^♪
曲ごとにダンスの種類が変わることが特徴で、全身を使っていくので筋肉もしっかり鍛えられますし、脂肪
燃焼効果が高いエクササイズといわれています🔥
どなたでも参加可能なレッスンになっておりますので、運動が苦手な方や踊ることが好きな方、ダイエット
したい方は是非一度ZUMBAを受けにいらしてください♪
皆さんのご参加お待ちしております！

レッスン名　オーラダイエット　水曜日　20:15　～ 21：00　担当：舛下　
皆さん、こんにちは！
私が水曜日の夜に担当しているオーラダイエットの紹介をさせていただきます！
オーラスタジオの暖かい空間の中で、全身の筋力トレーニングを行うクラスになっております
アップテンポな音楽に合わせて、楽しく身体を動かせるものになっています！
常温よりも汗をかきやすく代謝もアップするので、夏に向けてお腹周りを絞りたい！二の腕を細くしてかっ
こよく夏服を着こなしたい！という方にはもってこいのレッスンです✨
実際このレッスンで2キロ痩せたなどのお声もいただいております！
是非、お仕事終わり、家事の終わり、一緒に汗を流しませんか？🔥

5月生まれの方、お誕生日おめでとうございます!(^^)!
5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
測定なども行ってみて下さい😊
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🎵
------------------------------------------------------------------------------------------------
上田　達哉　５月７日生まれ
5月生まれの皆さん、おめでとうございます✨
レアレアに入社して2年目になるとともに、22歳を迎えました。
1年を振り返ると色んなことがありましたが21歳では成長を感じることができた、あっという
間の一年でした！
よく会員さんからは、「その年に見えないよ…。」と言われることもありますが、その言葉を良い意味で捉え
られるように、心も身体も更に大きくしていけるように頑張ります！🔥
そして、皆さんにこれからも運動の楽しさをお伝えできるように精進していきます💪

坂倉　厚子　5月30日生まれ
オフィス担当させていただき早数年、気が付けば古株(>_<)　殆どの時間事務所でのお仕事の為、勤続年
数の長さのわりに会員様と直接お会いしてお話できる機会が少なく他のスタッフが羨ましく思うときもしば
しばです！
これからもオフィスの業務、より一層頑張ってまいりますが、出来る限り会員様と運動の楽しさ、レアレア
の楽しさなど共有できれば嬉しいなと思っております。
館内で見慣れない顔のスタッフで「坂倉」の名札見かけましたら気軽にお声をかけて下さい(^^♪



エステサロン【BEAU 　VOYAGE】
こんにちは、BEAU VOYAGEです😊
5月のキャンペーン情報です！
▪部分スリミングキャンペーン
　(お腹・二の腕・太もも裏　・前足・腰ヒップ)より
セレクト！
30分　通常6,600円→5,940円
60分　通常13,200円→11,880円
▪自宅でスリミング
デトダーマエッセンス　C3/F3 10%OFF　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BEAU VOYAGE担当　城山　彩奈

骨量測定会イベント
こんにちは！管理栄養士の城山です(^^♪
皆さん、ご自身の骨量、骨密度ってご存知ですか？
だ心地良さんだん低下してきているなぁと自覚症状があるわけではないので、知らないうちに実は骨がス
カスカになっているなんてことも！？
骨折して動けなくなってからでは大変ですよね。
そこで、会員の皆様に朗報です！
5月27日(土）28日(日）の二日間限定で、骨の研究やスポーツ栄養の指導に詳しい、
女子栄養大学栄養生理学研究室と共同で骨量測定会を実施致します。
今回はなんと…ご来館頂いた皆様に特別に無料で測定させて頂きます。
そしてそのあと管理栄養士からの解説を致します。
測定時間はわずか5分ほど。
踵を機械に乗せて測定するのでとても簡単です！！
スポーツをされている人は骨が丈夫になるとも言われていますが、
果たして皆様の骨量はいかがでしょうか。この機会に是非測定をされてみて下さい。
また、28日(日）12時30分からはこれまで数々の書籍も出している
女子栄養大学栄養生理学研究の上西教授が特別セミナーも実施致します。
「骨太人生を目指して」というテーマで皆様の現在の骨量からの解析と
これから骨を強くするために何をしたらいいかなどお伝えいたします。
骨について知らない、今まで考えていなかったという方から悩んでいたという方にもオススメです。こちらも
本イベント限定で特別無料で開催致します。
測定会、セミナー共に事前予約を承っておりますので、
確実にご参加されたい方はフロント又は、お電話(045-829-0808)もしくはホームページにてお申込み
下さい。
※当日参加も可能ですが、混み合ってお待ち頂いたり、混雑状況によってはセミナーにご参加頂けないこ
ともございますので予めご了承ください。

【日時】　
骨量測定会 @東戸塚店
5月27日(土)13:00〜18:00
5月28日(日)10:00〜18:00

骨太人生を目指そうセミナー　講師：上西一弘　@東戸塚店
5月28日(日)12:30〜13:15
ぜひ貴重な機会ですので是非お立ち寄りください♪　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理栄養士　城山彩奈



　Aloha～！株式会社ラストウェルネスの脇谷です。いつもLEALEAキッズスクールをご利用いただき、
ありがとうございます。バタバタする4月が過ぎ、5月に入り生活は少し落ち着きましたか？慣れない環境
を過ごされているお子様も疲れがたまっている時期かとは思いますので、心身共にリフレッシュされるよう
なゴールデンウィークになることを願っております。今年のゴールデンウィークはお休みの並びが良いで
すね★コーチ達も皆が何をして、ゴールデンウィークを過ごしたのか？とても楽しみにしています！是非
是非、色々とコーチ達にお話を聞かせて下さいね！！
　さて、そんな楽しい話と表裏一体でついてくるのは事故です。今回はこちらの記事であってはいけない、
とても悲しい事故の話をさせていただきます。4月の中旬頃、地方のあるスイミングクラブで5歳のお子様
が溺れて亡くなってしまうという、あってはいけない、取り返しのつかない事故が起こってしまいました。お
子様の事や、残されたご遺族のお気持ちを考えると、言葉が出てきません。命は返ってはきません。この
ような事故は絶対にあってはいけないものです。勿論、事故を起こそうと思って起こすことはないのは分
かっておりますが、なぜこのような事故が起こってしまったのか？一つ一つ点検していくことが、今後二度
と同じことを起こさないためにも必要になってきます。必ず大きな事故が起こった背景には、それまでに小
さな事故や直接的ではない問題が起きていたはずです。この小さな問題を見て見ないふりをしてしまった
為に、結果として大きな事故に繋がってしまったケースがほとんどです。
　弊社では、このような事故を絶対に起こさないためにも、一から運営の見直しを早急に実施しました。人
員配置、社内共有体制、安全管理に対しての指導など、多くのお子様に楽しい時間を提供するとともに、
一つの気のゆるみで取り返しのつかない事故に繋がってしまうことを強く一人一人意識しながら、日々の
指導にあたってまいります。今後とも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）

レアレアキッズスクール安全管理についてのお知らせ
いつもレアレアキッズスクールをご利用いただきありがとうございます。
4月22日（土）富山県のスイミングスクールで子どもが溺れて、亡くなってしまうという事故がありました。
絶対に起きてはいけない悲しい事故です。
レアレアキッズスクールでは、このような事故が起きないように日々下記のような取り組みを行っておりま
す。
◇日々行っている事　　　　　　　　　　　　　　◇スクール中行っている事
①安全を考慮し、泳力別・少人数制での指導実施　①スクール時間中コーチによる人数点呼実施
②全社対象の安全管理研修の実施　　　　　　　　②スクール時間中コーチによる水底確認実施
③スイミング指導員以外の監視員配置　　　　　 ③死角をなくすような配置でのスクール実施
④スクール後の事故、怪我共有→社内共有の徹底 ④スイミング指導員以外の監視員配置

レアレアキッズスクールでは保護者の皆様が安心してお子様をお預け頂けるよう、上記の内容を徹底し
ながら事故を未然に防ぐ対策を強化して参ります。

引き続きレアレアキッズスクールをよろしくお願い致します。



～5月のキッズスクール体験会について～

皆さんこんにちは(^^♪冬が終わってしまい少し寂しいこゆきコーチです(^^)/
５月の体験会のご案内をさせていただきます😊
〈スイミング体験会〉　　　　　　　　　　　　　　　
日程：５月14日、21日、28日(日)　　　　　　　　　　
時間：13：45～14：45　　　　　　　　　　　　　　 　
定員：15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：５月７日（日）～31日（水）
◇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。

新学期になり１カ月が立ちましたが、新しい環境には慣れてきましたか？(^^♪
習い事を探している方がいましたらぜひレアレアをご紹介ください！

骨量測定会イベント
こんにちは！管理栄養士の、るみコーチです☺
お父様お母様、お子様の骨について日頃から意識されていますか？
骨量というのは生まれてから徐々に増えていき、
20歳前後をピークにその後は低下してきてしまいます。
つまり！！骨を強くするには小さい頃からいかに骨量を上げているかということが
人生のうちで大事になるのです！！
そこで今実際にお子様の骨量はどのくらいあるのか測定をされてみてはいかがでしょうか。
レアレアでは5月27日28日の二日間限定で骨の研究やスポーツ栄養の指導に詳しい、
女子栄養大学栄養生理学研究室と共同で骨量測定会を実施致します。実は私の出身大学です(^^♪
今回は、ご来館頂いた皆様に特別に無料で測定させて頂きます。
そしてそのあと管理栄養士からの解説を致します。
将来のために今のうちから骨量を知り、これからの対策を取っていきましょう！
※測定自体はとても簡単です！踵を機械に乗せてわずか5分で出来ます。
小学生以上のお子様から測定出来ます！
また、お父様、お母様向けにも
28日12時30分から、これまで数々の書籍も出している女子栄養大学栄養生理学研究の上西教授が特
別セミナーも実施致します。
「骨太人生を目指して」というテーマで皆様の現在の骨量からの解析とこれから骨を強くするために何をし
たらいいかなどお伝えいたします。
骨について知らない、今まで考えていなかった、という方から悩んでいたという方にもオススメです。
こちらも本イベント限定で特別に無料で開催致します。
測定会、セミナー共に事前予約を承っておりますので、確実にご参加されたい方はフロント又は、お電話
(045-829-0808)もしくはホームページにてお申込み下さい。
※当日参加も可能ですが、混み合ってお待ち頂いたり、混雑状況によってはセミナーにご参加頂けないこ
ともございますので予めご了承ください。
【日時】
骨量測定会 @東戸塚店
5月27日(土)13:00〜18:00
5月28日(日)10:00〜18:00
「骨太人生を目指そうセミナー」　講師：上西一弘 @東戸塚店
5月28日(日)12:30〜13:15
貴重な機会ですので是非お立ち寄りください✨　　　　　　　　　　管理栄養士　るみコーチ


