
■お問い合わせ
　Pikaraスタジアム　管理事務室
　TEL 0877‒21‒5800
　HP http://www.marukyou.jp
※イベントの開催時間は目安です。状況により前後することがあります。

9：20～13：00（９：００～受付）
会　場 Pikaraスタジアム（香川県立丸亀競技場）
対　象 １３歳以上の男・女
定　員 ２００人程度
参加料 ５００円（保険料を含む）

※運動に適した服装・靴の着用をお願いします。 ※小雨決行
●主催：香川丸亀国際ハーフマラソン大会組織委員会
●後援：Pikaraスタジアム（香川県立丸亀競技場）
●協力：三田飲料

●電話または管理事務室にてお申込みを受付します。
●今年度より申し込み方法が追加になりました。
　新しい申込方法 e-moshicom URL
　https://moshicom.com/35001/

ビギナーにも上級者にも、ためになるクリニックとお役立ち情報がいっぱい！！

（香川県立丸亀競技場）イベント情報

JR 丸亀駅
県道高松丸亀線

●丸亀市役所

●県立丸亀高校

丸亀市総合
スポーツセンター

県道善通寺府中線善通寺 I.C

県立丸亀
城西高校

●

丸亀警察署●
●

丸亀城（香川県立丸亀競技場）

香川県丸亀市金倉町830　FAX.0877‒21‒5801
●開館時間／９：００～２１：００
●休 館 日／１２月２９日～１月３日
指定管理者「四電工グループ」

ＴＥＬ．0877‒21‒5800

お申込み
お問い合わせは

ホームページ http://www.marukyou.jp/

（香川県立丸亀競技場）

より楽にハーフマラソンを完走し、ケガなく継続的にランニングを行うためのストレッチや基礎ドリル、
実践ランニングなどを行います。

最新シューズを履いて、イベントに参加できます！！
※数量に限りがあり、先着順となりますのでご了承ください。
　必ずご自身のシューズをご持参ください。

新商品の試履実施！

オークリー最新スポーツサングラスを
試着体験できます！

第74回 攻略クリニック

大会公式ペースメーカー
（四国電力陸上部ＯＢ他）

講　師

青山　剛 氏
■1974年生まれ　東京都出身
■（社）日本トライアスロン連合強化チーム・
　指導者養成委員
■パーソナルコーチングシステム・チームアオヤマ代表
ホームページ
http://www.coach-aoyama.com/
トライアスロンのプロ選手から、長年の目
標であったプロコーチとして、オリンピッ
ク選手のコーチに転身。現在は、競技者だ
けでなく、子どもや初心者ランナー向けに
幅広く「プロコーチ」として指導の場を広
げ、レースディレクターとして大会運営など
にも携わっている。パーソナルコーチングシ
ステム「チームアオヤマ」をはじめ、全国
各地でセミナー、セション、講演、教室
を開催中。 

あお　　やま　　　　　  たけし

参加賞
プレゼント
お楽しみに！

体幹を使って走れる
カラダづくりを
指導させて頂きます。
ぜひご参加ください。

同時
開催
2

同時
開催
1

大会応援サポートコーチ青山 剛さんの
「体幹で走れるカラダづくり」セミナー

クリスマスツリー
ライトアップ

2020.1.12■日

2019.12.14■ １７：００～２０：００
場所／１Ｆエントランスホール・グラウンド

土

クリスマス
プレゼント
抽選会！！

クリスマスツリー
点灯式

（一社）ＰＡＭ
チアダンススクール

キッズチア
発表会

作品見本

コーラス
発表会

コーロ・デル・クオーレ

尽誠学園
吹奏楽部

フラワー
アレンジメント教室

参加料／（税込・材料費込）

3,500円

対象：小学生程度のお子様と保護者の方
※事前申込み必要
　12月８日 本日締め切り！！

※参加料は当日、受付の際に
　いただきます。

①キッズチア体験会
②かけっこ教室
　対象：小学4年生～6年生
③棒高跳教室
　対象：小学1年生～6年生

教室
無料体験会

事前申込み必要
定員になり次第締め切り



水素水
スポーツ後の乾いた体においしい水飲みませんか？

500ml 100円ずっと

アルミボトル 750円

定期券：
1ヶ月飲み放題！2,000円

水素水にオススメ！
その他用途にもご利用頂けます。

1日から始まり
15日から始まり

※予約優先（電話予約可能）、予約がなければ随時受付可能です。※トレーニングルームの営業時間内につき利用可能です。（最終受付は２０時まで）

酸素カプセル
一　般　　　60分 2,550円
学生・シニア 60分 2,040円

高気圧酸素の力で
リフレッシュ＆パワーアップ！

•疲労回復 •肩こり、腰痛等の軽減
•視力回復 •ケガの早期回復 •美肌・若返り　
•ダイエット •二日酔い予防 

期待できる効果料
　金

１ＤＡＹパスポート発売中！

日焼けマシーン
心も体もリフレッシュ！ 

光線浴であなたも変身しませんか？

10分510円
男性用

どちらか
選べます

3枚綴り 5,100円！初回限定！
お試し回数券

有効期限：購入日より1年間

１F北自販機にて
販売中

１F北自販機にて
販売中

飲み放題！
1日1,000円で水素水が

部活の仲間でシェアもＯＫ！

測定時間はおよそ５分です。
お好きな時間帯をご予約ください。

時間 9：00～20：00

測定者限定！トレーニングメニュー
作成イベント開催中！！（１月末まで実施予定）

受付 事前予約制

料金 1回 500円

イン・ボディ

「　　　　　　　　」へ行ってみよう！
教室参加者・施設利用者大募集!!

ス
ポ
ー
ツ
教
室
注
意
事
項

●定員に達していない教室に限り1回参加できます。
●有料プログラム受付開始日、クラス変更1２月９日～１５日、新規・追加１２月１６日～受付。
　定員になり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。
●教室は祝日や講師の都合などで一部日程、時間が変更になることがあります。
●いったん納入された受講料等は払い戻し致しかねます。また、クラス変更もできません。ご了承ください。
●表示金額は消費税が含まれています。
●お客様の個人情報はサービス提供のための郵便物、電話、電子メール等によるお知らせ、アフ
ターサービスおよびマーケティング（アンケートのお願い等）に使用いたします。
●ご本人の同意なしに第三者に開示、提供したりすることはありません。

キッズのエアロビクス教室です。リズ
ム感を養い、運動機能の向上を促し
ます。

発育理論に基づき、年長～小学2年
生の時期に必要な動きづくりを行い、
運動能力の基礎をつくります。

Pikaraスタジアム
こどもエアロビクスクラブ

開催日 1/7・14・21
 2/4・18・25
 3/3・10・17・24・31
時　間 16：30～17：15
定　員 15名
対　象 年少～小2

火運動が得意になる
教室

開催日 1/6・20
 2/3・10・17
 3/2・9・16・23・30
時　間 1部 16：00～17：00
 2部 17：30～18：30
定　員 20名
対　象 年長～小2

月

小学生対象の棒高跳の教室です。棒
高跳は一見難しそうに見えますが、
基礎をしっかりと学ぶことで、安全に
楽しく行うことができます。全身のバ
ランスや体作りにもおすすめです！

棒高跳び教室
開催日 1/7・14・21
 2/4・18・25
 3/3・10・17・24・31
時　間 
　初級・体験コース（小1～小3ぐらい）
　17：00～18：00
　チャレンジコース（小4以上）
　18：30～20：00
定　員 15名
対　象 小1～小6

火

楽しくゲーム感覚で行える運動を通じ
て体育を好きになるための教室です。
学校で行う体力測定の記録アップも
目指していきますよ！運動が苦手な子
でも大丈夫!!

体育が得意になる
教室

開催日 1/8・15・22
 2/5・12・19・26
 3/4・11・18・25
時　間 １部 17：30～18：30
 2部 18:45～19:45
定　員 20名
対　象 小3～小6
 ※中学生も参加できます。

水

年中～小学1年生を対象とした教室
です。バランスよく基礎運動能力を
伸ばし、かけっこの力を伸ばす教室
です。

かけっこが得意に
なる教室（幼児向け）

開催日 1/10・17・24
 2/14・21・28
 3/6・13・２7
時　間 16：00～17：00
定　員 20名
対　象 年中～小１向け
＊小学2年生以上のお子様もご参加できます！

金

●こどもエアロビクスクラブ
　510円×月回数
●その他教室
　1,020円×月回数
•２つ以上申込みの方は
　参加料 ￥１,０００円引き！ 
•体験参加は
　1回￥710/￥1,220
・管理事務室にて参加申込み用紙をご記入
の上、参加料を添えて申し込みください。

・参加料は、１ヶ月更新の月謝制です。
・更新日はチラシにてお知らせします。
・体験参加、１回参加は空き状況を確認の
上、ご参加ください。空きがあれば当日参
加もできます。

こどもの心と
体を運動で育む レッスンキッズ

初心者向
90分 パンチＤＥエアロ

開催日 １/７．１４．２１
 ２/４．１８．25
 ３/３．１０．１７．24
時 間 10：00～11：00
定 員 25名　
対 象 16歳以上
パンチとキックを組み合わせたエアロビクス教室で
す。初心者向けで、ストレス解消にも効果的★

火ノルディック
ウォーキング

開催日 １/６．20
 ２/１０．１７
 ３/２．９．16．23．30
時 間 9：30～11：00
定 員 15名　
対 象 16歳以上
ポールを使うことで全身を動かし運動不足、メタボ
対策にもオススメです。歩く習慣を身につけません
か？

月

全9回 4,590円
講師：福田　倫文

全9回 4,590円
講師：KAZUKO

全10回 5,100円
講師：湊　トオル

45分

会社の会議・
教室・スポーツ大会
等の準備室に!!

知ってましたか？
世界のトップアスリートが走る
公認競技場で走ってみませんか？
あなたも気分はトップアスリート!!

駐車場完備

トレーニングルーム
1回200円　
更衣室、シャワー室、
ロッカールーム完備

310円で競技場が走れる

ナイター完備 9時～21時営業

１時間
520円

【注意】
※金属類のアクセサリー、腕時計は測定の際に外していただきます。
※ペースメーカーを入れている方は、ご利用いただけません。

受付中！

ゆううつな
冬を

　リフレッ
シュ！

ピラティス
開催日 １/６．２０
 ２/１０．１７
 ３/２．９．１６．23．30
時 間 11：30～1２：30
定 員 20名　
対 象 16歳以上
姿勢改善、怪我の予防、リハビリに効果があると言
われているピラティスの教室です。無理なく筋力を
アップすることで、元気な体作りをお手伝いします。

月

※中学生も参加
　できます。

小3以上も
参加出来ます。

美筋トレーニング
開催日 1/7．14．21
 2/4．18．25
 3/3．10．17．24
時 間 17：30～18：15
定 員 20名　
対 象 16歳以上
クラッシックバレエや、ヨガのストレッチ方法で、しな
やかに！また、筋力トレーニングで美しい体づくりを
目指す教室です。

火

全10回 3,800円
講師：ＡＫＩ

介護予防ヨガ
開催日 1/9．16．23
 2/6．13．20．27
 3/5．12．19
時 間 10：45～11：45
定 員 25人
対 象 16歳以上
初心者・シニア向けのヨガ教室です。
運動能力の維持、向上にオススメです。

木

全10回 5,100円
講師：眞鍋　崇子

美筋トレーニング
開催日 1/8．15．22
 2/5．12．19．26
 3/4．11．18
時 間 11：15～12：15
定 員 20名　
対 象 16歳以上
クラッシックバレエや、ヨガのストレッチ方法で、しな
やかに！また、筋力トレーニングで美しい体づくりを
目指す教室です。

水

全10回 5,100円
講師：ＡＫＩ

ピラティス
開催日 1/8．15．22
 2/5．12．19．26
 3/4．11．18
時 間 17：30～18：30
定 員 20名　
対 象 16歳以上
姿勢改善、怪我の予防、リハビリに効果があると言
われているピラティスの教室です。無理なく筋力を
アップすることで、元気な体作りをお手伝いします。

水

全10回 5,100円
講師：ＫＡＺＵＫＯ

パンチＤＥエアロ
開催日 1/9．16．23
 2/6．13．20．27
 3/5．12．19
時 間 9：30～10：30
定 員 25名　
対 象 16歳以上
パンチとキックを組み合わせたエアロビクス教室で
す。初心者向けで、ストレス解消にも効果的★

木

全10回 5,100円
講師：湊　トオル

ZUMBA GOLD®
開催日 1/10．17．24
 2/14．21．28
 3/6．13．27
時 間 18：30～19：30
定 員 20名　
対 象 16歳以上
ZUMBA初心者の方、シニアの方を対象としたクラ
スです。脂肪燃焼・体力作りに効果的です。

金

全9回 4,590円
講師：齊藤　里美

はじめてピラティス
開催日 １/７．１４．２１
 ２/４．２５
 ３/３．１０．１７．２４
時 間 13：00～14：00
定 員 15名　
対 象 16歳以上
ピラティスを初めて行う方にオススメの教室です。
骨格の歪み改善、腰痛、肩こりの緩和にも期待が出
来ます。

火

全9回 4,590円
講師：佐々木　知子

初心者向高齢者向高齢者向 初心者向

健康エアロビクス
教室

開催日 1/9．16．23
 2/6．13．20．27
 3/5．12．19
時 間 13：00～14：00
定 員 25名　
対 象 16歳以上
美容と健康を目的とした、やさしい動きを組み合わ
せたエアロビクスの教室です。

木

全10回 5,100円
講師：ＨＩＴＯＭＩ

ジョギングエアロ
開催日 1/9．16．23
 2/6．13．20．27
 3/5．12．19
時 間 19：30～20：30
定 員 25名　
対 象 16歳以上
走る動きと、エアロビクスを組み合わせた教室で
す。脂肪燃焼効果抜群のランニングとエアロビクス
のいいとこ取り！楽しく体を動かしましょう！

木

全10回 5,100円
講師：湊　トオル

初心者向

作品見本

Pikaraスタジアム管理事務室にて参加申込み用紙をご記入の上、参加料を添え
て申し込みください。　〈注意〉教室をお休みした場合は、後日お花セットをお
渡しします。振替などは出来ませんので、ご了承ください。

場所 Pikaraスタジアム会議室

時間 19：00～21：00※作成が終わり次第解散します。

受付
方法

講師 與原 千織  先生

12月20日（金）までに、お申込みください。

12月27日金
テーマ「花迎え～お正月～」

2つ目以降は3,000円
（税込・材料費込み）

大人の方に
おススメ！ 

参加料／お花代・花材込み

3,500円（税込）

フラワーアレンジメント教室
※管理事務室または、お電話にてご予約ください。

期間中、In body測定の方限定で一人一人に
合わせたメニューの作成を行います。

初めての方に
オススメ！

HPもチェック！

HPもチェック！

20C0027492
スタンプ


