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主に三角筋（肩にある三角形の筋肉）を鍛えるマシ
ンです。
三角筋を鍛える事で、腕の上がりが良くなります !
肩甲骨も動き、肩凝りや猫背改善にもなるので美し
い姿勢で若返り♪なんといっても女性は気になる
フルフル二の腕！振りそでお肉ともこれでおさらば、
振れない二の腕に！！スッキリ引き締まった、出し
たくなる二の腕美人にあなたもなれる！！

Ru!Ru! の新聞「ハロー Ru!Ru!」ついに創刊 !!
健康コラムから、お悩み相談、マシンの紹介
など、運動の習慣とコミュニティを広げる為に、
皆さんのお役に立つ情報も満載にしてお届け
していきますので、
今後ともよろしくお願いします !!
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筋肉が衰えるから老化に繋がるのか？
はたまた老化により筋肉が衰えるのか？
加齢による筋肉の衰えは、一般的に 40 歳以上から
始まります。
また、30 歳を過ぎるとカラダをつくる成長ホルモ
ンの分泌もなくなっていきます。

運動不足の為のランニング。これは持久力のある
筋肉を使いますが、加齢により衰えるのは瞬発力
のある筋肉。
よって、ランニングより筋トレが効果的です。
また、ホルモンを出すには脳をしっかり休める必
要があります。
浅い眠りと深い眠りを繰り返しますが、深い眠り
の際にホルモンが分泌されます。
生活リズムを整え、運動を習慣化する事で、老化
に負けない、強く健康なカラダが出来上がります。
まずは、生活リズムを見直しましょう !!

ココが
鍛えられますヨ

持つところが２つ
ありますが、
目的によって変える
ことができます !!
「成果は出ましたか？」

筋肉に必要なタンパク質 !!
鶏ささみ肉を使った簡単メニュー

「どのくらいの頻度で通われていますか？」
A. 週４回通ってます！１回はパーソナルをしています。
「Ru!Ru! のお気に入りのマシンはありますか？」

・鶏ささみ
・酒
・みそ
・ミックスチーズ
・しそ

２枚
大１
大１
適量
お好み

調理時間は10分
レンジで
簡単ヘルシーレシピ

A. 腹筋マシンです！（アブドミナルロワーバッグ）
腹筋にも背筋にも負荷が掛けられるのがいい！
腹筋がついてきた！

A.８月から通い始めて体重が
も
落ちて、親や彼氏からとにかく痩せたね！と
言われましたし、自分でも実感しています！二重が
くっきりなりました！
「運動習慣はついてきましたか？」
A. はい！朝活で動かさないと気持ち悪いし、汗を
かきたいです。それから１日スタート出来ています！
も最近はとても良いし、食事も気を付けるよ
うになりました。

「行きたくない！と思うことは？」

A. ないです！
チンッ

① 鶏ささみは筋を取り、開いて均一になる
ように切り、酒を振ります。
② 鶏ささみの表面に味噌を塗り、その上か
らミックスチーズをお好みでかけます。
③ 中まで熱が通るくらい、レンジで加熱し
ます。
④ 加熱後は皿に盛り付け、お好みで刻んだ
しそを散らしたらできあがり !!
鶏ささみは高タンパク、低脂質！筋肉を増やし
基礎代謝も UP＝ダイエット効果も UP☆
なんと ! ビタミンも含まれており美肌効果も期
待できます！美肌になって思わずふれたくなる肌、
引き締まったキレイなカラダで思わず触りたく
なる、魅せたくなるカラダづくりしま
せんか…？

「何故ですか？」
A. 引き締めたい！微妙の
になりたいからです！
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40 分の運動が一番効果が出ると言われ
ましたが、仕事の関係で毎日 20分しか
Ru!Ru! に行けません…。
20 分でも続ける意味があるのでしょう
か…？

続けることに意味があります！
短い時間をコツコツと続けることで、習慣化
に繋がり、効果も得られます。
運動の習慣を付けるのなら、1 回 40分〜60分
以内の運動を週に 2〜3 回、まずは３ヶ月！
次は 6 ヶ月と続けてみましょう！ダイエット
のコツは、結果を早く求めないことです !!

今月の

ファストザイム
酵素ドリンク

類!
は３種
ナップ
ン
イ
ラ

今月の MVP は、

運動

よしもと

きよか

栄養

睡眠

酵素でファスティング ( 断食 ) に
挑戦し、
その後、お粥で
体が軽くなり、お腹が
一番ヘコみました !

吉本 喬香さんです!!

「あれ、最近キレイになった？」
そんなこと言われるあの人は、腸内美人。
腸内美人で魅力溢れる、ステキに輝く☆
ステキに導く酵素の力！

RuRu 諫早教室の元気印！
運動の習慣化とコミュニティを広げてくれています！

腸内環境

ルールーサポーターとしても、ルールー内の美化に

若返り

酵素の力って…?

諫早教室オープン時より週４回〜６回ルールーに通って

腸内環境・免疫力 UP・デトックス
美肌・ダイエット

こられ、体重もマイナス６キロ！汗をかきやすくなり

などの効果がみられます。

代謝もアップしました。ルールーは生活の一部となり

津田 さん

日直

ご協力いただいています！

ダイエット

諫早会員

○月△日

＋酵素 でキレイになりませんか？

※諫早教室・東長崎教室にて取り扱っております。
詳しくは店頭スタッフまで !!

行かないと罪悪感が、
、
（笑）ルールーで友達も沢山でき、
ルールーの輪が広がり楽しいです、とのこと！
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Instagram も要チェック
ruru.fitness

「何故 Ru!Ru! で働きたいと思った？」
運動を日本中に広めて、たくさんの方々を笑顔にしたいから
です！

第１回目は諫早教室
「みなさんの笑顔が大好き !」
さわだ

娘 ちゃん

たいき

澤田 大希
です !

#ダンス #トレーニング
#運動 #躍動感

#トランポリン #男女でも
#キレイをタノシク

#ダヴィンチボード #体幹
#ダイエット #女性専用

夏も終わりますね。残暑厳しい今日この頃。
Ru!Ru! にもついに新聞第１号が完成しました！ Ru!Ru! をまだよく知らない方にも
Ru!Ru! のことをいっぱい知ってもらいたいですね。ワクワク !
そうそう、Ru!Ru! のスタッフって実は個性の塊が揃っているんですよ。今回一部の
メンバーで写真を撮ったんですけど、、、まぁ〜一発目から個性的、ポーズバラバラ
( 笑 ) 個性も強いですが、熱量、思いやりもピカイチです !! 笑いあり、クセ強めの
メンバーなんです。自覚はそれぞれあるのでは？笑
メイン教室以外も通えるので、会いに行ってみて欲しいです。各教室、各スタッフ
それぞれ個性あり、“みんなちがって、みんないい”個人的に好きな言葉の一つで
締めくくり。
次号もお楽しみに。 Hello Ru!Ru! 編集長 なつみ

ひとことメッセージ
皆さんを笑顔にして、
楽しく運動をし、習慣化ができる
お手伝いをこれからもさせて頂きます！
何かのご縁で出逢った皆様も、
まだ出逢っていない他の教室の方も
私が澤田です！よろしくお願いします！

息子くん

り !!
そっっく

「プライベートでハマっていることは？」
映画鑑賞ですね。月に１回は映画館に行
きます。
週に１本以上は観ています。最近観た映
画の中でオススメは「アベンジャーズの
エンドゲーム」です !

「休日は何をしてる？」
休日は家族とお出かけすることが多
いですね。
先日は、妻と息子と娘と一緒に川に
行ってはしゃぎました！

