
 

月 火 水 木 金 土 日

29日　お休み

11：00-11：30

14日 Style7背中 lisa

　

20:00-21:00

ZUMBA®

mari

20:00～21:00

ハタヨガ

ベーシック

ebizo

18:10～18:40

Style７ピラティス

lisa

　20:00-21:00

Ｓｔｙｌｅ７
MOVE

teiko

　18:50-19:50

パワーヨガ

reiko

18:10～18：40

Style7お尻

hitomi

　18:50-19:50

Re:Style

AKIKO

　18:50-19:50

顏ヨガ＆Style7

eri

19:00

20:00
20:00～21：00

簡単ｴｱﾛ＆

ストレッチ

lisa

　18：50～19：50

ピラティス

ベーシック

miki

18:00

13:00

　13:00-14:00

ヨガアラカルト

　14:10-15:10

ビューティ

ぺルヴィス®

hitomi

　13:30-14:30

ZUMBA®

sanae

13:00-14:00

Ｓｔｙｌｅ７
ラテン

sanae

13:00-14:00

Ｓｔｙｌｅ７
MOVE

teiko

　14:45-15:45

ハタヨガ

licaco

14:10-15:00

簡単エアロ

＆ストレッチ

ｌisa

16:00-16:30

Style7  お腹

lisa

T２Style　グループレッスンスケジュール　 ２０１７年 10月

10:00
　10:00－11:00

ビューティ

ペルヴィス®

hitomi

10:00-11：00

週替りStyle７
hitomi

ｒ

11:00

12:00

14:00

15:00

16:00

14:10-15:10

リラックスヨガ

hitomi

　10:00-11:00

パワーヨガ

reiko

　印のﾚｯｽﾝ  ｼｭｰｽﾞ

印のﾚｯｽﾝ   ﾏｯﾄ

をご用意下さい

17:00

15：20-16：20

リラックスヨガ

hitomi

　13:00-14:00

ヒーリングヨガ

yukari

10：00-11：00

ピラティス

teiko

13日 Style7ﾋﾟﾗﾃｨｽ

lisa

11：00-12：00

ピラティス

teiko

22日　ﾊﾀﾖｶﾞﾌﾛｰ

ebizo

10:00-10：45

簡単エアロ

＆ストレッチ

ｌisa

7日 Style7お腹 lisa

　10:00‐11:00

パワーヨガ

reiko

13:00-14：00

カーデイオ

アラカルト

14：10-15：10

週替りStyle７
T2 Ｓｔａｆｆ

お
知
ら
せ

NEW

NEW

NEW

NEW

★１０月９日（月）祝日プログラムのご案内

★１０月２９日（日）スポーツ・フェスティバル２０１７開催

★NEW レッスンのご紹介
★１０月２１日（土）「Ｔ２瞑想部」 １０月２８日（土）「乳がんフレンズヨガ」 開催

「ヨガアラカルト」

★6日 「ヒーリングヨガ」 担当：yukari

★13日 「ヒーリングヨガ」 担当：yukari

★20日 「ヴィンヤサヨガ」 担当：reiko

★27日「リラックスヨガ」 担当：hitomi

★セレクト会員様★

Style7３０分クラス

何回でも受講可能！

NEW

※詳しくは裏面をご覧ください。

「カーディオアラカルト」

★1日 「太極舞」

担当：mari

★8日 「おたのしみエアロ」
担当：lisa

★15日 「ダンスエアロ」

担当：licaco

★22日 「ダンスエアロ」

担当：licaco

★29日 「太極舞」

担当：mari



 

乳がんとともに生きる方対象のクラスです。

☆担 当 清水 礼子

☆場 所 Ｔ２ｓｔｙｌｅ ２Fセミナースタジオ

☆参加費 １，６００円/1人

ご家族、ご友人とのペア参加 ２，８００円
※詳しくはHPをご覧ください。

１０月２８日（土） １６：１５～１７：１５１０月２１日（土） １８：３０～２０：００

※お願い ： グループレッスンでヨガマットの必要なクラスは、Myマット持参のご協力お願い致します。

≪内 容≫ ご本堂にて30分『yoga』でリラックスしたあと、

坐禅洞にて40分『瞑想』を行います。

≪場 所≫ 洞光寺

≪参加費≫ 500円

≪担 当≫ teiko

※詳しくはHPをご覧ください。

NEW

10：00～11：00

顏ヨガ＆Style7 eri
14：10～15：10

Style7 ラテン sanae

13：00～14：00

ヴィンヤサヨガ reiko

月曜日 １３：００～１４：００

Style7ラテン

担当：sanae

水曜日 １８：１０～１８：４０

Style7ピラティス

担当：lisa

顏ヨガ＆Style7

担当：eri

水曜日 １８：５０～１９：５０

ピラティスの6つの基本理念を元

に、Style7 の要素を取りいれコア

を中心に強くてしなやかなカラダ

作りをするクラスです。呼吸と動

きがスムーズに行われることで

心身の調和を保ちます。

【日時】2017年10月29日(日) 9:00 ～ 12:00

【場所】松江市総合体育館

「レクリエーション・スポーツ・フェスティバル2017」が開催されます。

今年も松江市フィットネス協会、コーナーを出します♪

お届けするレッスンは 目覚めのyoag ♥ プレシャス ♥ Style７ となってます 

地元を中心に活躍する講師が結集し、みなさまに楽しんでいただけるメニューを考えています。

イベントの詳細については、HP、配信メールにてお知らせします。どうぞご期待ください(^^)♥

このクラスでは背中を中心に骨格

ラインを整え、正しい動きの基本を

身に付け、しなやかで美しい姿勢

になるように進めていきます！お

顔の表情筋を鍛えたり、ストレッチ

する事で引き締まった小顔を手に

入れて素敵な女性、男性を目指し

ましょう。

よろしくね♪

コアを中心に関節の動きに沿っ

て自然な動きのラインを引き出し

ていきます。Style7 とラテンダン

スの融合で、しなやかな動きを身

体に負担なく楽しんでもらうクラ

スです。



 

月 火 水 木 金 土 日

4日 11：00-11：30

18日　お休み

25日　ﾃﾞﾄｯｸｽ teiko

15日Style7二の腕・小顔

28日ﾋﾞｭｰﾃｨ hitomi 22日  背中・お尻　lisa

　

28日 Style7

太腿・膝下　kaori

　10:00-11:00

パワーヨガ

reiko

　18:50-19:50

パワーヨガ

reiko

20:00-21:00

ZUMBA®

mari

18:10～18:40

Style７ピラティス

lisa

　20:00-21:00

Ｓｔｙｌｅ７
MOVE

teiko

18:10～18：40

Style7 背中

hitomi

　18:50-19:50

Re:Style

AKIKO

　18:50-19:50

顏ヨガ＆Style7

eri

19:00

20:00
20:00～21：00

簡単ｴｱﾛ＆

ストレッチ

lisa

　18：50～19：50

ピラティス

ベーシック

miki

18:00

20:00～21:00

ハタヨガ

ベーシック

ebizo
17日Style7

お腹・太腿　lisa

13:00

　13:00-14:00

ヨガアラカルト

　14:10-15:10

ビューティ

ぺルヴィス®

hitomi

　13:30-14:30

ZUMBA®

sanae

13:00-14:00

Ｓｔｙｌｅ７

ラテン

sanae

13:00-14:00

Ｓｔｙｌｅ７
MOVE

teiko

14:10-15:00

簡単エアロ

＆ストレッチ

ｌisa

　13:00-14:00

ヒーリングヨガ

yukari

16:00-16:30

Style7  膝下

lisa
18日　お休み

　14:45-15:45

ハタヨガ

licaco

T２Style　グループレッスンスケジュール　 ２０１７年 11月

10:00
　10:00－11:00

ビューティ

ペルヴィス®

hitomi

10:00-11：00

週替りStyle７
hitomi

ｒ

11:00

12:00

14:00

15:00

16:00

14:10-15:10

リラックスヨガ

hitomi

　印のﾚｯｽﾝ  ｼｭｰｽﾞ

印のﾚｯｽﾝ   ﾏｯﾄ

をご用意下さい

17:00

15：20-16：20

リラックスヨガ

hitomi

10:00-10：45

簡単エアロ

＆ストレッチ

ｌisa

13:00-14：00

カーデイオ

アラカルト

14：10-15：10

週替りStyle７
T2 Ｓｔａｆｆ

10：00-11：00

ピラティス

teiko

　10:00‐11:00

パワーヨガ

reiko

Style7 お尻  lisa

11：00-12：00

ピラティス

teiko

お
知
ら
せ

NEW

★１１月３日（金）祝日プログラムのご案内

★１１月１０日（金）～１１月２４日（金）ボディーアート委託販売のご案内

★１１月１８日（土）瞑想と呼吸法
★１１月１８日（土）「Ｔ２瞑想部」 ★１１月２５日（土）「乳がんフレンズヨガ」 開催

「ヨガアラカルト」
★10日 リラックスヨガ hitomi

★17日 ヴィンヤサヨガ reiko

★24日 ヒーリングヨガ yukari

★セレクト会員様★

Style7３０分クラス

何回でも受講可能！

※詳しくは裏面をご覧ください。

「カーディオアラカルト」

★5日 ZUMBA® akiko

★12日おたのしみエアロ lisa

★19日ダンスエアロ licaco

★26日おたのしみエアロ lisa

★1週目 お腹・背中

★2週目 お尻・お腹

★3週目 太腿・膝下

★4週目 二の腕・小顔

「週替り Style７」



 

乳がんとともに生きる方対象のクラスです。

☆担 当 清水 礼子

☆場 所 Ｔ２ｓｔｙｌｅ ２Fセミナースタジオ

☆参加費 １，６００円/1人

ご家族、ご友人とのペア参加 ２，８００円
※詳しくはHPをご覧ください。

１１月２５日（土） １６：１５～１７：１５１１月１８日（土） １８：３０～２０：００

※お願い ： グループレッスンでヨガマットの必要なクラスは、Myマット持参のご協力お願い致します。

≪内 容≫ ご本堂にて30分『yoga』でリラックスしたあと、

坐禅洞にて40分『瞑想』を行います。

≪場 所≫ 洞光寺

≪参加費≫ 500円

≪担 当≫ teiko

※詳しくはHPをご覧ください。

14：10～15：10

簡単ｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ lisa

10：00～11：00

ヴィンヤサヨガ reiko 13：00～14：00

Re:Style AKIKO

★料金：各５００円

★申込：T2受付にてご希望の日時をご予約ください。

９月のＦＡＭＩＬＹ ＳＡＬＥで

買いそびれちゃったよ

(>_<)って方！

Ｔ２にて展示販売します

お立寄り下さい 

12月24日(日)クリスマスイベント開催決定！ 詳細は12月ｽｹｼﾞｭｰﾙにてお知らせいたします

ヨガの智慧 瞑想と呼吸法
Are you happy?

～心のお掃除しませんか？

『心ここにあらず』何かに気持をとらわれて集中できない、ストレスで頑張れない経験ありませんか？

古代インドから伝わる「瞑想と呼吸法」っは気持ちを落ち着け今の自分の心の状態を静かに感じることができ、

心と体をつなぐエネルギーを高めると言われます。国内でスワミに学べる数少ない機会です。

是非ご参加ください。

☆開催日 １１月１８日（土）

☆時間 １５：００～１６：３０

☆場所 Ｔ２Ｓｔｙｌｅ １Ｆスタジオ

☆定員 ３０名

☆参加費 ２，０００円

☆講師 スワミ・サドヨージャータハ

☆申込方法

①Ｔ２ＨＰのイベント申込フォーム

②Ｔ２受付に直接申込

※参加費のお支払をして申込完了

講師：スワミ ・ サドヨージャータハ
1969年インドケララ州の王族に生まれる。1993

年シュリシュリ・ラヴィ・シャンカール（2006年ノー

ベル平和賞候補)との出会いを機に『国際NGO

ｱｰﾄｵﾌﾞﾘﾋﾟﾝｸ』のインターナショナル特別上級講

師を務める。呼吸法と瞑想の指導に優れており、
呼吸法をベースにしたストレスマネージメントの

専門家として世界中で活躍。2011年5月には宮

城県を訪れ被災者へのトラウマケアを実施。

よろ しくね♪

※床に座りますので必要であればヨガマットをご持参下さい。

※駐車場が限られていますので、公共の駐車場をご利用下さい。


