
腰痛、肩こり、冷え症だけれど、自分のカラダのことは後回し。
ヨガカフェは、家事、仕事、育児に忙しく、
知らず知らずに「頑張っている」女性のためのヨガと座学のクラスです。
産後の女性、お子さま同室にご理解頂ける女性を対象とした少人数の
アットホームなクラスで す。お子さま （未就学児）もご一緒にご参加ください。

ヨヨガガ カカフフェェ 3 3 3 13 3 3 1
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【 講 師 】 小小澤澤めめぐぐみみ  （ヨガインストラクター） 〈 講師プロフィール〉

小 澤 めぐみ
美大卒業後、2005年長男を妊娠中より沖ヨ
ガを学び始める。2010年より都内のヨガサー
クルや子育てイベントで女性のためのヨガの
指導を行う。「ヨガカフェ3331（2011年10
月～）」や「親子ヨガ」を通してクリエイティブ
なライフスタイルの提案をしている。神田ファ
ミリーヨガ指導者養成クラス修了。NPO法人
国際総合ヨガ教会東日本連合講師佐藤松義
氏に師事。
ブログ：YOGA CAFE 
http: //meg3yoga.seesaa.net

沖ヨガとは？
インドで古くから伝承されてきたヨガの知恵
に、東洋の陰陽の考え方に基づく手当て、食
事法などが加わった日本人の体質に合った
「生活総合ヨガ」。体の歪みを整える修正体操、
強化体操、浄化体操、呼吸体操も特徴の一つ。

【小澤さんからのメッセージ】
沖ヨガの知恵をベースに、今年度もみなさん
が「心身共にイキイキした毎日をおくる」お手
伝いさせて頂きます！ 季節、環境の中で、変
化していく体や心を客観的にみていく面白さ、
セルフケアの心地よさ、ものを作る愉しさを
味わって頂けましたら嬉しいです。
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会場・お申し込み・問い合わせ
ARTS  ARTS  FF II ELD  TOKYELD  TOKYOO // 33313331   AA rr t st s   ChCh ii yyooddaa   内内 22 階階  体体育育館館（東京都千代田区外神田6 -11-14  http ://artsf ie ld . jp）
受講料：一般2,500円（手作り材料費、お茶・菓子代含む） ※学割はございません。
受講方法：webサイト（http ://ar tsf ie ld . jp）内にございます応募フォームへご登録頂くか、Eメール（info@artsf ie ld . jp）、
電話（03- 6803 - 2441）にてお申し込み下さい。お子さんも同伴される場合はお名前と月齢をお知らせ下さい。
※受講料は講義当日にお支払い下さい。

ヨガカフェとは？
元中学校の体育館で、ヨガや手当て法、生活を彩る手仕事といった「昔な
がらの知恵」を学びます。女性として、家族、そして自分自身を大切にしな
がら、生活をより楽しく、豊かにする方法を提案します。体調チェックや
シェアリングを行い、参加者のみなさんとの対話も深めていきます。
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～  ヨガカフェのステップ ～
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＊3331の近隣MAPは
こちらからACCESSへ！

※手作りを行わない月も
　ございます。

特別プログラム親子ヨガ
（4月6日、8月24日13:00-15:30）

もあります！



ヨガカフェ

・講座開始時間に余裕をもっていらしてください。
・ヨガは内臓を刺激するため、講座が始まる２時間前までにお食事
　を済ませてください。
・持病をお持ちの方は参加をご遠慮ください。
・安定期に入り、経過が順調な妊婦さんはご参加頂けます。申し込みの
　際その旨お伝えください。（同意書に署名のご協力をお願いします。）
・冷え症の方は５本指ソックスや羽織ものをご用意ください。
・体温調節ができる服装でいらしてください。

▶参加される方へのお願い
・対象は産後3ヶ月～ 4ヶ月以 降で経過が 順調な方とさせていただきます。
・託児はございません。
・レッスン中お子さまは室内で自由に遊んでいただきます。お怪我や　   
 事故のないよう、保護者の方は自己責任で見守りをお願いします。
・赤ちゃんのために敷物や、お子さまのお気に入りのおもちゃ（音の　
　ならないもの）をご用意ください。
・クラス中、授乳やおむつ替えは自由にしていただけます。

▶お子さまをお連れのお母さんへのお願い

Q.体が硬いのでヨガをするのが不安なのですが大丈夫ですか？
A .体が硬い方ほどヨガの効果を感じることができます。
   講師がサポートしますのでご安心ください。

Q .連続して通わないといけませんか？
A .単発でのご参加も承りますが、体の変化を
  体感できる継続参加をお勧めします。

Q & A こん
な時ど

うすればいい？

Q .子ども同伴は他の人に迷惑になりませんか？
A .同伴にご理解のある方に参加頂くアットホームな講座です。
  担当スタッフもお手伝いします。

Q .講座の後、お昼を食べる場所はありますか？
A . 3 3 3 1の1階にはフリースペースがあり、
  お弁当を持ち込んでお食事することも
  できます。また、1階カフェ「Food lab」でも
  日替わりランチが楽しめます。

Aさん：いつも子どもか自分が我慢をしている場合が多いけれど、ヨガ　
　      カフェは2人とも一緒に楽しめるので、心からリラックスできます。
Bさん：月１回というペースも通いやすいので「自分の体と向き合う時間」　
　      をヨガカフェで作っていきたいです。

Cさん：先生の体に関する話が興味深く毎回とても楽しみです。子どもの名前
　　    もすぐ覚えてくださり、温かい眼差しで見てくださって嬉しいです。
Dさん：授乳中で薬が飲めないので、セルフケアの方法を教えてもらえ　
　    　るととても助かります。ヨガも手作りも、すぐに家で試せることば
　　　 かりなので毎回参考になります。
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▶スケジュール ※シリーズ講座となりますが、1回だけの受講も可能です。
　各回 2 , 500円（手作り材料費、お茶・菓子代含む）

夏の親子ヨガ 夏の終わりの灯火 にじみ絵でランタン作り

日程 テーマ ヨガ 季節の手作り／座学

▼特別プログラム／親子ヨガ 13 :00 -15 :30

お得な回数券あり！

体のめぐりをスムーズに
～血流を良くする～

気の流れを意識する フットマッサージ、自分観察5月8日
むくみ、怠さにアプローチ 楽健法（足踏みマッサージ）6月12日
胸を広げる、呼吸法 食材で作る簡単石鹸作り7月3日
浄化体操でデトックス ハンドマッサージ8月7日
丹田力強化 台所で育てるスプラウト作り9月11日
骨盤修正、柔軟性を高める 子宮に優しい食べもの10月16日
子宮に優しいヨガ 布ナプキン、月経について11月13日
内臓に意識を向ける 空き瓶でランタン作り12月11日
目覚めのヨガ 温湿布1月15日
寝る前のヨガ 米ぬかカイロ作り2月12日
内観力を高める、瞑想 手ぬぐいを使ったストレッチ3月5日

8月24日

春の親子ヨガ 春うらら、山へ行こう！ にじみ絵／ノートカバー作り4月6日

姿勢シャキッと美しく
～適度な筋力と柔軟性
　骨格のバランスを整える～

子宮ぽかぽか
～冷え症、女性の悩み～

心と体のバランス改善
～生活リズムを整える
　温めるケア、瞑想～

3回券／7,100円
　▶1回あたり133円お得！
5回券／11,500円
　▶1回あたり200円お得！
11回券／23,200円
　▶1回あたり390円お得！

［持ち物］
動きやすい服装 （スカート、ジーパン不可）
手ぬぐい、ヨガマットもしくはバスタオル、
水分、汗ふきタオル、お子さまの玩具 （音
のならないもの）
※開催日・会場を急遽変更する場合もご
　ざいます。詳しくはWEBサイトをご覧
　ください。


