
　
　 　

　　　　 　

　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。4月に入り寒暖の差が大きい季節ですが、皆様のご体調はいかがでしょうか？4月
は新年度という事も会員の皆様の中にも部署異動や違ったステージに向かわれる方など、さまざまなの
ではないでしょうか！？皆様にとって新年度もよい1年になることを願っております！当社は9月期なので
3月末で上期が終了したことになります。コロナやエネルギーコストのアップなど、厳しい社会環境ではあ
りますが、クラブ運営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。
　さて、春は出会いと別れの季節ですが、弊社にも11名の新入社員が入社をしてくれました。各クラブに
配属されていますので、温かく向かい入れていただければ幸いです。今、フィットネスクラブ業界は変革期
を迎えており、人を割かない無人のジムがどんどん増えてきております。生活者にとってフィットネスクラ
ブが身近になっていることは本当に良いことだと思います！健康は重要で、健康でなくなってしまったら何
もできなくなってしまう可能性があります。その中で運動はとても大切です！だからフィットネスクラブが増
えていることは良いことだと思っております。日本人がフィットネスクラブに通っている割合は人口の3％だ
けですので、まだまだ伸ばしていくことはできます。ちなみに、アメリカやヨーロッパではフィットネスクラブ
に通う人口の割合は10％以上です。トレーナーの社会的地位も弁護士や会計士と同じと言われており、
生活者の健康を守るトレーナーが大変高い地位におります。日本でもトレーナーの地位を向上させるの
が私の目標の一つでもあります！無人のフィットネスクラブが増えている中で、我々は人（トレーナー）が
きちんと会員の方一人一人をサポートするという事にどこまでもこだわってやっていきます。
LEALEA×AURASPAに通って、健康で人生がより豊かになったというストーリーを沢山作る為にも、会員
の皆様一人一人に寄り添い、サポートし、一緒に達成を喜びあえる！そんな存在でいたいと思っておりま
す。こんなに大切で素晴らしい職業はないのではないかと個人的には思っております！自分達の仕事に
誇りを持ち、自分たちがやっている事にこだわって、自信を持ってやっていけば、多くの方が健康でより幸
せな人生を送っていただけるようになり、トレーナーの社会的地位も向上すると信じております。
　新入社員も加わり、各店舗ますますサポートに力を入れていきますので、引き続き宜しくお願い致しま
す！それでは、今月もLEALEA×AURASPAでの運動をお楽しみ下さい☆

Ｍａｈａｌｏ（感謝）　ＳＨＯＪＩ（脇谷　正二）

新型コロナウイルスの対応について
いつも当クラブをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社では、政府より発表されました新型コロナウイルス感染予防に関わる「マスク着用の考え方見直し等
について」及び基本的対処方針の変更を受けて、FIA（一般社団法人　日本フィットネス産業協会）のガイ
ドライン改定に伴い下記の対応をおこなってまいります。
今後とも皆様が安心で安全に施設をご利用いただけるよう努めてまいります。
【3月13日からの変更点】

1. ご来館時や施設内でのマスク着用は任意といたします
（大声での会話などは周囲へ配慮をお願いいたします）

2. スタジオレッスン人数制限の一部を解除いたします
　　　　※スタジオレッスンの参加方法は各店舗までお問合せください

3. フロントでの検温実施は任意といたします
引き続き会員の皆様におかれましては、体調の優れない場合などは、施設のご利用をお控えいただくよ
う、ご協力をお願い申し上げます。 　　支配人　前田　拓郎



LEALEA　4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。
横浜に引っ越してきてやっと一年経ちました✨
横浜のおすすめスポットや美味しいご飯屋さんがあれば教えてください😊
さて、4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。

　(火)10:30～11：20　★フィットネスタイチー→★姿勢改善教室　　
　　　　　　　　　　　担当：山崎（マ）→渡辺(クラス、担当変更)
　　 11：00～12：00　★サーキット＆コア　　担当：奥村→クローズ
　　12：15～12：45　背筋ピン→ストレッチポール　担当：尾﨑→奥村（スタジオ、担当変更）
　　　　　　　　　　※場所4Fカルチャーから3Fフリースタジオへ変更
　　13：30～14：00　全身シェイプ30　担当：尾﨑→奥村（担当変更）
　　18：15～19：00　U-Jam　担当：戸部→中島（担当変更）
　　19：15～20：00　Zumba　担当：戸部→中島（担当変更）
　　20：15～21：15　ファットバーニング　担当：柴田→高嶋（担当変更）
　　20：30～21：30　★サーキット＆コア　担当：尾﨑→奥村（担当変更）

　(水)9：50～10：35　ヨガ45　　担当：山口(日)→板橋(担当変更)

　(木)9：30～10：00　ストレッチポール　担当：福田→奥村（担当変更）
　　　9：45～10：45　エアロLOW＆ストレッチ→パワーヨガ　
　　　　　　　　　　　担当：高嶋→小久保（クラス、担当変更）
　　　10：15～10：45　全身シェイプ30　担当：福田→奥村（担当変更）
　　　14：20～15：20　★バレエ　担当Yuko→クローズ
　　　15：00～16：00　やさしいヴィンヤサヨガ→やさしいフローヨガ
　　　　　　　　　　　　担当：SATOMI→YUKI（クラス、担当変更）
　　　16：15～17：00　Group　Fight　担当：田村→上田（担当変更）

　(金)10：30～11：00　アクアサーキット　担当：福田→渡辺（担当変更）
　　　10：45～11：45　★体質改善＆ダイエットスクール　担当：田村→上田（担当変更）
　　　19：00～19：30→19：00～19：45　Group　Fight　(時間変更)
　　　19：45～20：30　ボディーワークアウト　担当：尾﨑→クローズ

　(土)11：00～11：45　美ュ―ティー　BodyWave担当：NAOKO　定員：18名→35名
　　　　　　　　　　　フリースタジオ→ビックスタジオ(定員、スタジオ変更)
　　　14：30～15：15　Group　Fight　担当：田村→齋藤（担当変更）
　　　15：45～16：45　ヴィンヤサヨガ→お楽しみレッスン
　　　※決定次第館内掲示にてお知らせいたします。
　　　16：00～17：00　★Fightスクール　担当：齋藤→クローズ

　(日)9：30～10：45　★ランニングスクール　　担当：田村→上田(担当変更)
　 12：45～13：45　★バイパースクール　　担当：田村→上田（担当変更）
　　13：55～14：40　ボディーワークアウト　担当：上田→小澤（担当変更）
　　16：00～16：30　ストレッチ　担当：田村→齋藤（担当変更）
以上となります。
3/14～マスクは任意となり、道具を使わないレッスンの制限がなくなりました。
ジムエリア等に詳細張り出しておりますのでご確認をお願い致します。
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　4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😋
4月から新入社員が入社し、クラブ内が更にフレッシュな雰囲気になりましたね！
さて、4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)11:00～12:00　アクティブヨガ⇒ヨガ60　　担当：山口(日)→板橋(内容,担当変更)
　
今月のテーマは「肩こり・痛み改善」です✨
肩甲骨や股関節の動きを意識してポーズを行い、肩こりや腰痛を改善していきましょう！
また、4月からAURA SPA、岩盤浴レッスンの定員が変更となります。
下記、ご確認をお願い致します。
　　AURAレッスン　　　　　　　　定員16名⇒20名
　　岩盤レッスン(岩盤ダイエット)　定員14名⇒18名
以上となります。
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
4月の栄養セミナー
皆さん、こんにちは!(^^)
花粉症ではないのですが、ここ数カ月、連続のくしゃみがとまらない城山です…
多い時で8回連続です…((+_+))くしゃみしているときは優しい目で見守ってください。(笑)
さて！！4月も栄養オンラインセミナーを実施いたします！！
今回は、「体質改善も？睡眠栄養セミナー」と
「〇〇が要！免疫力アップセミナー」です✨

体質改善も？睡眠栄養セミナー：
4月8日(土)１２：００～１２：４５　　担当：小島(本牧店)
　　　　睡眠がうまく取れていない方、ダイエットがうまくいかない方、
　　　　実は睡眠栄養が大きく関わっています！
　　　　限られた時間でも食事を意識して効率よく睡眠をとりましょう！

〇〇が要！免疫力アップセミナー：
4月18日(火)２０：００～２０：４５　　担当：須﨑(東戸塚店)
　　　　免疫力が気になるこのご時世。免疫細胞が一番多いのは消化器官の〇〇です。
　　　　免疫力をつけて元気な毎日を送りましょう！

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・今月のテーマ『下肢の筋力アップでナイスショット』
皆さんこんにちは。今年は桜の開花も早かったですね。これから、春も本番ですラウンドするのも気持ち
良い気候になりました、楽しんでゴルフしましょう。さてゴルフスクール3月、４月のテーマは、下肢の筋力
アップでナイスショットです。3月は下肢の筋力低下がミスショットの1つの要因になると事を説明しました。
皆さん普段ラウンド中は歩いていますか？
無理なく下肢の筋力アップする1番の方法は、歩くことです。特にゴルフ場は下が芝生ですから膝にも優し
く、アップダウンも程よくあるため、適度な負荷もかかり下肢の筋力アップにはもってこいの場所なんで
す。ラウンドを楽しみながら筋力アップできて一石二鳥です。今はほとんどのゴルフ場に乗用カートがあり
ますからついついカートに乗ってしまい、歩かないプレイヤーが多いですが、少し歩く時間を増やすことで
持久力も付いてきます。是非この春のラウンドからより健康的にラウンドしてみては如何でしょう。　　　　　
　　　　　　　　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～バタフライ→背泳ぎ編～】

皆さん、こんにちは！今年も花粉症にならなかった田中です✨
くしゃみが止まらない日があったのですが、ただの風邪でした（笑）

今月は個人メドレーの【バタフライから背泳ぎのタッチターン】です！
個人メドレーはバタフライから背泳ぎ、背泳ぎから平泳ぎ、平泳ぎからクロールの三種類です！
バタフライから背泳ぎのターンは必ず両手でタッチしてください。
特に難しい動作はありませんが、タッチ後にけのび姿勢で背泳ぎをするようにお願いします。
更に余裕がある方は、バサロキックで潜って進めるようにしましょう！
15mまでなら潜っても泳法違反にならないので、挑戦してみましょう！
ターン時に鼻に水が入ってしまうという方は、
鼻から少し息を出すようにしてみましょう！
中々、100mに挑戦することにマイナスなイメージを
持たれている方が多いとは思いますが、
是非挑戦してみてください💪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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！浅草が大好きな小澤です。
少しづつ運動のしやすい季節になってきましたね。
今回は日頃トレーニングを頑張っているのに効果が出ない、変化がないと感じている方へ
振り返っていただきたいポイントと改善ポイントをご紹介します。

下記に当てはまる方は、要注意！
①トレーニングを初めた頃と同じ重さ、回数、種目を行っている。
②どこに効いているか分からない。
③何の為にやっているのか曖昧。
④トレーニング中携帯をいじったり、違うことを考えていつの間にか休憩が長くなって
いる

🌟改善ポイント
①全身のトレーニングを行ってみる！自分自身の筋力体力を知りましょう
②本当に1セットずつ力を出し切っているか。重さが軽すぎないですか？
③なりたい自分をイメージできているか。前回の自分を超えるイメージです！
④動いている筋肉・関節を意識しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　
以上が基本となるポイントです！
具体的にどんなマシンを使ったらいいか、どのくらいやればいいのかなどは1人1人の体によって変わりま
すので、痩せたい、マッチョになりたい、体を柔らかくしたい、勢改善したい方は、
私小澤までお声かけください！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トレーナー　小澤



レッスン紹介(^^)/
ファンクショナルエクササイズ　　土曜日　9：15～ 9：45　　担当：松本　
皆さん、こんにちは！花粉症を未だに認めたくない松本です(笑)
今回、紹介させて頂くレッスンが私が毎週土曜日に行わせて頂いているファンクショナルエクササイズに
なります！
このレッスンではテニスボールを使った筋膜リリースと解した筋肉を動きやすい状態にするトレーニングを
しています。
腰や首肩のコリや張りを低減させていくようなものや、朝一で動きやすい身体を作り、一日の活動時の代
謝を上げていくことも可能です！
身体の不調がある方やもっと動ける身体を作りたい方は是非お越しいただければと思います！
宜しくお願い致します！　　　　　　　　　　　　　　　　松本　翔太郎

オーラヨガ　　金曜日　　20：15　～ 21：00　　担当：　須﨑　
皆さん、こんにちは♪まったく花粉症の心配はない須﨑です！
本日は、金曜日の夜にホットスタジオで行っているオーラヨガをご紹介いたします✨
オーラヨガは、ヨガのなかでも初心者向けのレッスンになっているので、ヨガに慣れていない方でもお気軽
にご参加ください！また、お時間も遅い時間帯になっているので、お仕事終わりにもお勧めです🌷
4月は肩こり・痛み改善がテーマの月です。お悩みをお持ちの方は、ぜひご参加ください！
お待ちしております☺

BEAU 　VOYAGE【春の免疫アップ＆Dedox】
こんにちは、BEAU VOYAGEです😊

今月のおススメは先月より引き続き！！！
大好評の【春の免疫アップ＆Detox】です！
Detox body 70分
通常15,400円→13,200円

ボディケアをしながらオーガニックハーブエキスで
部分Detoxパックをしていくケアです。
パックは背中かお腹が選べます！

背中は、代謝アップはもちろん自律神経のバランスも整えてくれるので、睡眠不足などの方やマッサージ
で揉み返しがきやすい方にもおススメです。
お腹は、免疫力アップ！また子宮や内臓代謝も良くするので、女性に人気です。
ぜひお待ちしております★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BEAU VOYAGE担当　城山　彩奈

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



4月生まれの方、お誕生日おめでとうございます!(^^)!
4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🎵
------------------------------------------------------------------------------------------------
今月は、なんと4月生まれのスタッフがいませんでした💦
4月からは新卒のスタッフも入ってくるので、また新しいメンバーの記事もお楽しみにして
いてください✨

副菜ってイメージできますか？？
皆様は日々の食事の中で、「主食」「主菜」「副菜」を意識したことはありますか？
主食主菜はメインとなるものです。どういったものが当てはまるのか、と聞かれれば、何となくでもイメージ
できる方が多いのではないでしょうか。しかし、「副菜とはどのようなものを指しますか？」と聞かれると、
意外と難しいのではないでしょうか。
今回は、そんな副菜についてのお話をしていきます。

副菜とは
一般的な和食献立には、一汁三菜で主食、主菜、副菜があります。副菜は野菜や海藻類、きのこ類など
の料理で、体の調子を整えるビタミンやミネラルを多く含んでいます。また、体の調子を整えるだけではな
く、ビタミンB群は体内で炭水化物をエネルギーに変える手助けをしたり、血糖値の上昇を緩やかにする
手助けをしていたりと、とても大切な働きを担っています。
平成30年の国民健康・栄養調査での野菜の平均摂取量は、成人男性で約290g、女性は約270gとなっ
ており、特に20~30代は更におよそ30gも少ない量であることが分かっています。なお、推奨摂取量はお
よそ350gとされています。

🌟おススメ副菜レシピ：野菜盛りだくさんスープ🌟
材料
キャベツ1/4個・玉ねぎ1玉・にんじん1/2個・まいたけ　1/2パック・えりんぎ1本しょう
が１片（生姜チューブ適量）・トマト缶1缶・コンソメの素3個・ケチャップ大さじ1砂糖大
さじ1・塩こしょう少々・水700ｍl・
オリーブオイル適量

調理手順
①野菜は食べやすい大きさに切り、生姜はすりおろす
②オリーブオイルを鍋に敷き、玉ねぎがしんなりするまで中火で炒め、人参、キャベツ、キノコ類を入れ
る。
③②の具材に火が通り、しんなりしてきたら、水、コンソメ、生姜を入れ、蓋をして10分間中火で煮込む。
④③にトマト缶、ケチャップ、砂糖を入れ、更に5分間煮込む
⑤塩コショウで味を整える

是非お試しください！
まだ朝晩は寒い日がありますので、暖かくて栄養満点のスープで乗り越えていきましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レアレア管理栄養士



今までありがとうございました☆彡

皆様お世話になっております。レアレアフィットネスチームの川﨑です。
私事で恐縮ですが、この度一身上の都合により４月末で退職することとなりました。短
い間でしたが、レアレアで関わっていただいた皆様には本当に感謝しています。特に
レッスンやスクール、パーソナルで関わっていただいた皆様には本当に良くしていただ
き、皆様とお話できる事や一緒に身体を動かす事が楽しみで日々やってきました。
5月から違う環境で頑張っていく事になりましたが、自分自身もトレーナーとして成長で
きるよう頑張りますので、皆様の今後のご活躍を心より願っております。今まで本当に
ありがとうございました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

✨新入社員紹介✨
本年度は、4名の新入社員が東戸塚店の配属になりましたので、ご紹介させていただきます！　
渡邊　優(わたなべ　ゆう)　　　　
東海大学体育学部体育学科出身
海が大好きで、暇があれば季節問わず海に行ってサーフィンやボディーボードをしています！
近いうちに海外の海の大きな波にも挑戦したいと思っています！
レアレアでは、様々なレッスンやスポーツに挑戦し、自分自身の出来る幅とコミュニティーを広げていきた
いと考えています。
全ての人を笑顔に、明るい気持ちにできるインストラクターを目指します！よろしくお願い致します。

生方　実夢(うぶかた　みゆ)
昭和女子大学出身
趣味や得意なことは美味しいご飯を見つけて食べに行くことです。とにかく美味しいものが大好きで出か
ける際や旅行に行く時は必ず行先にどんなご飯屋さんがあるのかを探します。友達にも店選びのセンス
がいいと言われることもあるので特技だと思っています！
やると決めたことに対してとことんやる性格なので、レアレアではお客様としっかり向き合って運動のこと
食事のことに関してサポート等できたらと思います。精一杯頑張りますの
でよろしくお願いいたします。

青山　かずさ(あおやま　かずさ)
滋賀短期大学出身
わたしの趣味は映画を見ること、コスメを集めること、暇な時に外を歩くこ
とです！
レアレアでは、1人1人の会員様に寄り添える栄養士として栄養のことや、
運動面で、頼ってよかったと思ってもらえるような栄養士になれるよう頑張っていきたいと思います。
未熟者ですが、たくさんコミュニケーションを取って皆さんに寄り添っていけるよう努力していきます。よろ
しくお願い致します。

木下　直哉(きのした　なおや)　
横浜リゾート＆スポーツ専門学校出身
趣味は友達と車でドライブしにいくのと、バイクでツーリングに行くことです！お金を貯めていずれはアメリ
カンバイクに乗りたいと思います！得意なことは中学校から始めたバスケットボールです。今でも体育館
を借りてバスケをしています！
入社をして頑張っていきたいことは、パーソナル指導です。スポーツ専門学校で運動やトレーニングを学
び、パーソナル資格のJATIや、健康についてのスポーツ科学を勉強し、健康運動実践指導者の資格を取
得しました。お客様の理想の身体が作れるよう親身に寄り添い一緒に楽しくトレーニングをしましょう！



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。4月に入園、入学や進級など、それぞれのお子様はステージが変わり、何かとバタバ
タしているのではないでしょうか？このタイミングで一年を振り返ると、お子様の大きな成長を実感するこ
とができ、とても感慨深い感覚を持たれる保護者の皆様も多いのではないかと思います。毎回、お伝えさ
せていただいておりますが、一年間でのお子様の成長には本当驚かされます。そんな成長の瞬間を近く
で見れることに大変感謝しております！これからも、大切なお子様の成長、そして可能性が拡がるように
全力でサポートさせていただきます。4月からも宜しくお願い致します。
　さて、可能性という話をさせていただきましたが、子供の可能性は無限大であると心から私は信じており
ます！やりたいと思った事は努力すれば何でもできる、絶対に叶うと本気で思っています。先日、将来就
きたい職業のランキングが発表されました。小学生、中学生、高校生、それぞれのカテゴリーで一位は全
ての年代で会社員でした。会社員が悪いわけではないのですが、会社員とは職業なのか。。。少し寂しい
気持ちになったのが正直な感想です。会社で何の仕事をしたいのか？それがあれば良いのですが、会社
員や公務員は直接的な職業（業種）ではないですよね。今の子供達は安定を求める傾向にあると言われ
ていましたが、これからどんどんテクノロジーが進化していく中で、安定の仕事はないと思います。国内だ
けで考えれば、人口もどんどん減少しているので、サービスを提供できる分母そのものも減っているのが
現実です。安定ではなく、自分の可能性を信じて、どんどんチャレンジしていく事が一番の安定になってい
くような感覚を持っております！夢の大きさは人それぞれだと思いますが、是非子供達には、その時その
時で変わっても良いのでどんな時も夢を持ちながら成長していって欲しいです☆
　WBCで世界一になり、MVPを獲得した大谷選手が高校生の時に夢（目標）を持ち、それを整理して、き
ちんと将来に向けた計画を作っていたのは有名なエピソードです！！大谷選手は勿論才能があり、一握
りの選手なのは間違いないです。ただ、才能だけでなく、目標に向かって努力し、チャレンジし続けた結
果、今の大谷選手がいるのではないでしょうか？WBCを見て沢山の子供たちが感動し、自分も何か頑張
ろう！という気持ちになったと思います！そんなチャレンジをこれからも我々はキッズスクール事業を通し
て応援していきます☆沢山のお子様が夢、目標を持ち、それに向かって日々努力しながら、生き生きと楽
しく過ごしている！そんな世の中が良いですね☆
　それでは、4月からもレアレアキッズスクールを宜しくお願い致します。各店舗でコーチがお待ちしており
ます！　　　　　　　　　　　Ｍａｈａｌｏ（感謝）　ＳＨＯＪＩ（脇谷　正二）

～たくさんのご紹介ありがとうございました(^^♪～
皆さんこんにちは！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。
2月、3月で紹介キャンペーンを実施いたしました！
ご家族、ご兄弟、ご友人をご紹介してくださった皆様、本当にありがとうございます。
レアレアは紹介で成り立っているクラブです！
ご利用していただいて、少しでも「通っていて楽しい！」「習い事を探している！」などのお声を耳にしたら
是非今後ともレアレアをご紹介ください！
4月から新しい学年で新しい挑戦がたくさん待っていますが、レアレアのスタッフは全力でお子様の成長を
サポートさせていただけたらと考えております🌟
引き続き、レアレアキッズスクールを宜しくお願い致します♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レアレアキッズスクール一同～４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、花粉にやられているこゆきコーチです(^^)/
4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〉　　　　　　　　　　　　　　　〈体操体験会〉
日程：4月9日、16日、23日(日)　　　　　　　　　　 日程：4月9日（日）
時間：13：45～14：45　　　　　　　　　　　　　　 時間：13：45～14：45　
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：4月１日（土）～28日（金）
◇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。

４月から学年があがるこのタイミングで新しいことに挑戦してみませんか？(^^)/
ぜひお友達やご兄弟で新たに習い事をお考えでしたらぜひ一度ご体験下さい！

また、お子様が通っていただくと、お父様お母様合わせて6,600円で施設が使えるファミリープランもござ
いますのでこの機会にレアレアで楽しく体を動かしていきましょう🔥

～キッズカルチャー発表会ご報告～

皆さんこんにちは！WBCロスを感じているはるかコーチです⚾
さて、3月27日（月）に開催されました、キッズカルチャー発表会につい
てご報告いたします✨
今年も昨年に引き続き、レアレア3階のビックスタジオにて発表会を開
催することができました！
大勢の保護者の方の前で緊張した子も多かったと思いますが、日頃の
スクールで練習してきた成果を十分に発揮することができていました👏
今年は平日開催ということもあり、ご参加いただけなかった方もいらっ
しゃるかと思いますが、また子どもたちの発表できる場をつくっていきま
す。
今後、お子様に新たな習い事を！とお考えの方はぜひ一度キッズカルチャースクールにご体験下さい！
２つ目のスクールでしたら30%OFFでご案内可能です。
レアレアキッズスクールはお子様の新たな気づきと成長を今後も後押しさせて頂きます！！

～お振替についてのご案内～

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。
桜も満開を迎えお花見の季節になってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？
　　　　　　さて、今回はお振替について皆さまにご案内させて頂きます。
①お振替の取り方
お振替を取る際はご自身の級幅でお取りください。
例）　13級　　15～12〇　　18～15×
該当級以外でのお振替は受け兼ねますのでお気を付けください。
②振替料金について
平日クラスご登録のお子様が土曜日、日曜日お振替を取る際に550円料金が発生致します。
お振替ご希望の方は、振替日にフロントにて料金領収をお願い致します。
以上2点、皆さまのご協力をお願い申し上げます。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レアレアキッズスクール一同


