
うごいて!

つかって!

健康に！

教室の詳しい内容は裏面にて！教室の詳しい内容は裏面にて！

１回参加するごとにせきがね湯命館入浴券を１枚進呈！

あなたの元気、ウェルネスを「白金の湯・関金温泉で創りましょう！

健康保養地フェスタ健康保養地フェスタ

2019年 12 月 5日～ 2020年 3月 31日

ヨガ、エクササイズ
、フラダンス、太

極拳、ウオーキン
グ教室から

自分が興味があるも
のをお好きに選んで

体験できる！

「健康講演会」

～うごいて、つかって、健康に～

  　　　歩き納め！
ウエルネスウオーキング

         冬の東大山を満喫！

スノーシューでトレッキング

星空観察会

2/8

3/15
（日）      ONSEN ガストロノミー

ウォーキング in 倉吉関金温泉

12/21

会場

時間

定員

せきがね湯命館

9：30 ～　受付開始

先着 50 名

お一人様 1,000 円参加費

会場

時間

講師

参加費

せきがね湯命館

田中　響

無料

13：30 ～

講師紹介　田中　響　（たなか　ひびき）

鳥取看護大学大学院看護学研究科　教授　

鳥取看護大学看護学部看護学科 教授　看護学部学部長

主な研究テーマは睡眠をテーマとした研究「まちの保健室」での研究。

災害の備え「自治会長ゲーム」を鳥取県で普及しています。

著書には、看護教育学　南江堂　看護養育制度があります。 

鳥取に来て、6年目になりました。

無料体験会

10：00 ～　フラダンス教室体験

16：00 ～　ヨガ教室体験

17：00 ～　太極拳・気功教室体験

19：00 ～　エクササイズ教室体験

会場 せきがね湯命館２階

時間

当日限り無料シャトルバスが運行！
 9：00 発→打吹回廊    9：10→湯命館   9：30 着

倉吉駅 13：00 発→打吹回廊 13：10→湯命館 13：30 着

湯命館 14：00発→打吹回廊14：20→倉吉駅14：30着

湯命館 17：30 発→打吹回廊 17：50→倉吉駅18：00 着

木の実の里公園（倉吉市関金町堀）

13：30 ～　受付開始

16：30 ～　受付開始

関金温泉　都市交流センター

主会場 打吹回廊（倉吉市明治町 1032－19）

時間 9：30 ～　受付開始

定員 200 名

参加費 大人 3,500 円 　小人 2,500 円

会場

時間

倉吉駅

会場

時間

（土）

（せきがね温泉入浴券、500 円分お食事券、保険付）

教授

氏

（土）



体験会　：12 月 21 日 17 時～

教室日時：１月～３月第 2・4土曜日

　　　　　17 時～ 18 時

場所　　：せきがね湯命館２階

参加料　：1回 800 円（入浴券付）

氏

氏

氏

お問合せ・申込み先
主催：関金温泉旅館組合（倉吉）　運営：NPO 法人未来（白金の湯）　

〒682-0826　鳥取県倉吉市東仲町 2571

【TEL】0858-24-5725【FAX】0858-27-0101  
【MAIL】civic@npo-mirai.net【HP】http://npo-mirai.net/public/

ヨガ教室ヨガ教室 エクササイズ教室エクササイズ教室

フラダンス教室フラダンス教室 太極拳・気功教室太極拳・気功教室

　　　

　　 ヨガインストラクター

　『インド政府認定ヨーガ講師』『ローフードマイスター』

鳥取県中部を中心にヨガ教室、イベントを開催。赤ちゃんから大人まで

幅広い世代にヨガの楽しさを伝えています。

「ヨガは何歳になっても始められます。大事なのは熱意をもって取り組む、

諦めないことだけです！ヨガは単なるエクササイズだけではなく、体や心

を浄化して純粋なものに戻っていく手助けをしてくれます！」

　　　　

  エクササイズインストラクター

『FTP マットピラティスベーシックプラスインストラクター』

『健康運動実践指導者』『ウェルネスデザイナー』

鳥取中部を中心に指導歴２０年のキャリアを持つフリーインストラクター

として活動中。それぞれの体型やライフスタイルによって生じる姿勢の

悪さを見つけ、５年後１０年後を見据えたエクササイズの指導を目指して

います。

     

       フラダンスインストラクター

「ハワイのゆったりとした癒しのリズムに乗せて心と体を解放してみませんか !

初めての方でもご気軽に楽しめる内容となっております！癒されながら心の

リフレッシュと日頃の運動不足解消と、何より笑顔で踊るフラは楽しくて

元気になります。お気軽にご参加下さいませ！」

　

　　　

　　太極拳・気功教練員

『中国十代教練　會乃梁氏の入室弟子』『武術準教練員』

『中華式武術華華倶楽部代表』

「中国では “筋” を伸ばせば寿命も延びると言われています。呼吸と併せて

無理のない動きで内臓を強くし、代謝を高め、足腰を強くします。まずは

楽しみながら健康を作っていきましょう」

開催期間：2019 年 12 月 17 日～ 2020 年 3 月 31 日

開催場所：倉吉市せきがね湯命館２階

募集期間：2019 年 12 月 5 日～随時

参加費　：１教室 1 回に付き 800 円

　　　　　1 回に付き 1 枚『せきがね湯命館入浴券』を進呈

定員　　：各教室最大 20 名　　　

ノルディック・ウオーク教室ノルディック・ウオーク教室

岸田　寛昭

ノルディックウオークインストラクター

『ＪＷＡ公認インストラクター』

『ＪＮＷＬ公認インストラクター』

『ＪＷＷＡ公認インストラクター』

体験会　：12 月 21 日 16 時～

教室日時：１月～３月第２・4土曜日

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

場所　　：せきがね湯命館２階

参加料　：１回 800 円（入浴券付）

備考　　：ヨガマット等持参のうえ

　　　　　ご参加ください

募集要項募集要項

    小谷　まりこ

河本　高枝

河本　珠紀

岡本　真由美

体験会　：12 月 21 日 19 時～

教室日時：１月～３月第 1・3水曜日

　　　　　14 時～ 15 時

場所　　：せきがね湯命館２階

参加料　：1回 800 円（入浴券付）

備考　　：マット等持参のうえ

　　　　　ご参加ください

体験会　：12 月 21 日 10 時～

教室日時：1月第 2・4土曜日

　　　　　2～３月第 1・2土曜日

　　　　　10 時 30 分～ 11 時 30 分

場所　　：せきがね湯命館２階

参加料　：1回 800 円（入浴券付）

体験会　：12 月 17 日 10 時～

教室日時：１月～３月第 1・3火曜日

　　　　　10 時～ 11 時

場所　　：関金温泉都市交流センター

参加料　：1回 800 円（入浴券付）

氏

氏


