
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ①脂肪燃焼トレーニング ②筋膜リリース教室 
●期間／①第１・第３木曜日 ②第２・第４木曜日 
●時間／１４：３０～１５：３０ 

●場所／① ９月～ ３月 総合体育館 アリーナ 

② ９月～１１月 総合体育館 アリーナ 

②１２月～ ３月 スポーツ交流館 多目的ホール 

●講師／（株）フクシ･エンタープライズ 

●対象／１８歳以上 

●定員／２０名程度 

☆様々な運動を組合せ、効率よく体脂肪を燃焼させるプログラム。 

☆筋膜ローラーを使用し肩こり、腰痛改善、ダイエット効果あり。 

運動強度も低いので気軽にご参加いただけます。 

 

１回５００円で受講できる教室です。お好きな教室に気軽に参加できます。 

各教室の初回のみ健康ポイント贈呈！（対象：角田市民２０歳以上の方） 

  

 

 
健 康 

ポイント 
対象事業 

ボクシングエクササイズ（ 昼 ・ 夜 ） 
 

●期間／①第１・第３金曜日 

②第２・第４金曜日 

●時間／①１０：００～１１：００ 

②１９：００～２０：００ 

●場所／総合体育館 武道場 

●講師／（株）フクシ･エンタープライズ 

●対象／１８歳以上 

●定員／２０名程度 

☆アップテンポな音楽に合わせてパンチ・キック等の動作を組み合

わせた有酸素運動です。 

 

ＺＵＭＢＡ
ズ ン バ

® 
●期間／第２・第４木曜日 
●時間／１９：００～２０：００ 

●場所／ ９月～３月 総合体育館 アリーナ 

●講師／（株）フクシ･エンタープライズ 

●対象／１８歳以上 

●定員／２０名程度 

☆ラテン系のリズムに合わせて楽しく踊ってシェイプアップできる 
ダンスエクササイズです。 

令和２年度版 

ヨガ教室（ 昼 ・ 夜 ）   
●期間／①第１・第３火曜日 

②第２水曜日 

●時間／① ９：１５～１０：１５ 

②１９：００～２０：００ 

●場所／ ９月～１１月 総合体育館 武道場 

１２月～ ３月 スポーツ交流館 和室 

●講師／（株）フクシ･エンタープライズ 

●対象／１８歳以上 

●定員／２０名程度 

☆心と体が安らぐ機能改善ストレッチを行います。体ほぐしの動作 

をすることにより、姿勢改善も期待できます。 

 

申込 

不要 

 
  

ヨガ教室    
●期間／第４水曜日 

●時間／１９：００～２０：００ 

●場所／ ９月～１１月 総合体育館 武道場 

１２月～ ３月 スポーツ交流館 和室 

●講師／（株）フクシ･エンタープライズ 

●対象／１８歳以上 

●定員／２０名程度 

☆体の硬い方こそヨガ！ゆっくり、少しずつ柔軟性を高めましょう。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、開催日程が変更となる場合があり

ます。受講前にお電話をいただくか、ＨＰにて日程を確認の上ご参加ください。 

かくだスポーツビレッジ内 角田市総合体育館 
TEL．０２２４-６３-３７７１ FAX．０２２４-６３-３４６５ 
〒９８１-１５０４ 宮城県角田市枝野字青木１５５-３１ 

 

お申し込み・お問い合わせ 

インストラクターによるフリーレッスン 
●期間／第１・第３水曜日 

●時間／１９：００～２１：００ 

●場所／総合体育館 トレーニング室 

●インストラクター／（株）フクシ･エンタープライズ 

●対象／１８歳以上 

●料金／トレーニング室使用料のみ 

・角田市内：２００円 ６５才以上１００円 

・角田市外：３００円    〃   １５０円 

☆インストラクターがトレーニング器具の効果的な使い方や相談な

ど個別相談に応じます。お気軽にお声がけください。 

※内容が変更になる場合があります。 

 

要 申 込 

※健康ポイント引換

券のお渡しは各種

教室の初回のみ。 

 

※申込についての詳細は裏面をご参照ください。 
 

かくだスポーツビレッジ 

（Ｋスポ）公式ＨＰはこちら→ 

【http://www.kspo.gr.jp/】 

※各教室には、上履き、飲み物、汗ふきタオル、床に敷くヨガマット又はバスタオルをお持ちください。 

脂肪燃焼トレーニングでは、ウォーキングを行う場合がありますので屋外シューズを履いてお越しください。 

また、施設利用の確認票の記入等がございますので、開始 10 分前にご来館いただきますようご協力お願いいたします。 

※男性限定ボクシングエクササイズは 9月より男女ともご参加いただける内容に変更になりました。  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

ヨガ昼 フリー 燃焼ﾄﾚ ボクサ昼 燃焼ﾄﾚ ボクサ昼

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

ヨガ夜 筋膜 ボクサ夜 ヨガ昼 フリー 筋膜 ボクサ夜

ZUMBA® ZUMBA®

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

ヨガ昼 フリー 燃焼ﾄﾚ ボクサ昼 ヨガ夜 燃焼ﾄﾚ ボクサ昼

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

休館日 筋膜 ボクサ夜 ヨガ昼 フリー 筋膜 ボクサ夜
ZUMBA® ZUMBA®

28 29 30 26 27 28 29 30 31

ヨガ夜 休館日 ヨガ夜

ヨガ昼 ヨガ教室 ヨガ夜 ヨガ教室（第4水曜日：男性限定） ZUMBA® ＺＵＭＢＡ®

9時15分～10時15分　第1・3火曜日 19時～20時　第2･4水曜日 19時～20時　第2･4木曜日

総合体育館 アリーナ

ボクサ昼 ボクシングエクササイズ ボクサ夜 ボクシングエクササイズ 筋膜 筋膜リリース教室

10時～11時　第1・3金曜日 19時～20時　第2･4金曜日 14時30分～15時30分　第2・4木曜日

総合体育官 武道場 総合体育館 武道場 総合体育館 アリーナ

　※下記については場所を変更して行います。

燃焼ﾄﾚ 脂肪燃焼トレーニング フリー トレーニング教室(フリーレッスン) 　　　9月10日 総合体育館 武道場

14時30分～15時30分　第1・3木曜日 19時～21時　第1･3水曜日 　　10月　8日 スポーツ交流館 多目的ホール

 総合体育館 アリーナ 総合体育館 トレーニング室 　　10月22日 　　　　　　〃

　※10月15日はスポーツ交流館 多目的ホールで行います。 ※トレーニング室 事前予約制（定員10名まで）

9 月 10 月

総合体育館 武道場 総合体育館 武道場

 お問合せ先  

 

      かくだスポーツビレッジ内 角田市総合体育館 

（TEL）０２２４－６３－３７７１ 

（FAX）０２２４－６３－３４６５／〒９８１－１５０４  角田市枝野字青木１５５－３１ 

かくだスポーツビレッジ 

（Ｋスポ）公式ＨＰはこちら→ 

【http://www.kspo.gr.jp/】 

 
感染症拡大防止対策について 

皆様に安心してご参加いただけますよう各教室、感染対策を行い開催いたします。毎回、各教室受講前に健康

チェックをさせて頂いております。ご協力をお願い致します。 

また、感染症拡大防止ため開催の中止または内容・会場等が変更になる場合があります。受講前にお電話を

いただくか、下記ＨＰより日程をご確認の上ご参加ください。 
 

インストラクターによるフリーレッスンについて 
 上記の日程で、トレーニング室にインストラクターが在中しています！器具の使用方法、効果的なトレー

ニング方法などをわかりやすく指導します。指導を受けたい方は、インスタラクターが在中している日時

でトレーニング室利用予約をしてください。希望日の 1 週間前からお電話または窓口にてご予約を受け

付けます。料金はトレーニング室の使用料金のみです。 

 

《 7 月教室の様子を紹介》 

7 月 2 日（木）より感染防止策を講じながらワンコインスポーツ教室が 

再開れました。筋膜リリース教室やボクシングエクササイズなど健康づくり 

やシェイプアップ、本気の筋力トレーニングまで教室メニューが充実！！ 

楽しみながら体を動かせる教室がいっぱいです。 

《 無料体験会＆体成分相談会開催》 

9 月 17 日（木）には脂肪燃焼トレーニング無料体験会＆体成分相談会を 

総合体育館にて予定しております♪ 

専門スタッフによる個別相談（運動・食事・歯科）や体成分測定器で筋肉率

や体脂肪率の測定を行います。 皆様、是非ご参加ください！！ 

 

 


