
時間 場所
13日　土曜日

大晦日
14日　日曜日

正月初一
15日　月曜日

正月初ニ
16日　火曜日

正月初三
17日 水曜日

正月初四
18日　木曜日

正月初五
19日　金曜日

正月初六

8.00-9.00
フィットネス

・エリア
太極拳（伝統中国

芸身体と魂の融合）
太極拳（伝統中国

芸身体と魂の融合）
太極拳（伝統中国

芸身体と魂の融合）
太極拳（伝統中国

芸身体と魂の融合）
太極拳（伝統中国

芸身体と魂の融合）

9.00-10.00
フィットネス

・エリア

旅先のピラテス（気
ボールとエクササイ
ズバンドの行動派

体操）

旅先のピラテス（気
ボールとエクササイ
ズバンドの行動派

体操）

旅先のピラテス（気
ボールとエクササイ
ズバンドの行動派

体操）

旅先のピラテス（気
ボールとエクササイ
ズバンドの行動派

体操）

中国式マッサージ
講座（循環と自己治
療の基本マッサー

ジ習得）

14.00-15.00
フィットネス

・エリア

ピラテス入門（新し
い体型の発見とバ
ランス調整の向上）

ピラテス入門（新し
い体型の発見とバ
ランス調整の向上）

中国式マッサージ
講座（循環と自己治
療の基本マッサー

ジ習得）

JFL:Kimrobinsonサ
ロンの髪型相談（個
別ヘヤスタイル相

談）

15.00-16.00
フィットネス

・エリア

ボディシェイプと減
量（体脂肪減量と新

しい体型へ）

サーキット・トレーニ
ング（体筋運動と血
管機能有酸素運

動）

JFL:Kimrobinsonサ
ロンの髪型相談（個
別ヘヤスタイル相

談）

16.00-17.00
フィットネス　・
エリア/サロン

柔軟とストレッチ（更
に柔らかな機敏な

体へ）

柔軟とストレッチ（更
に柔らかな機敏な

体へ）

JFL:Kimrobinsonサ
ロンの髪型相談（個
別ヘヤスタイル相

談）

サーキット・トレーニ
ング（体筋運動と血
管機能有酸素運

動）

アマン・クラ
ブ・ラウンジ

水餃子作りと試食
－長ネギと豚肉の
水餃子と卵とニラの
水餃子（旧正月伝
承行事をアマン家
族と共に楽しみま

しょう

白玉作りと試食－
小豆白玉と蓮白玉
（旧正月伝承行事を
アマン家族と共に
楽しみましょう）

水餃子作りと試食
－長ネギと豚肉の
水餃子と卵とニラの
水餃子（旧正月伝
承行事をアマン家
族と共に楽しみま

しょう

白玉作りと試食－
小豆白玉と蓮白玉
（旧正月伝承行事を
アマン家族と共に
楽しみましょう）

水餃子作りと試食
－長ネギと豚肉の
水餃子と卵とニラの
水餃子（旧正月伝
承行事をアマン家
族と共に楽しみま

しょう

白玉作りと試食－
小豆白玉と蓮白玉
（旧正月伝承行事を
アマン家族と共に
楽しみましょう）

水餃子作りと試食
－長ネギと豚肉の
水餃子と卵とニラの
水餃子（旧正月伝
承行事をアマン家
族と共に楽しみま

しょう

カルチャー　・
パビリオン

窓飾りの赤切絵（切
絵マスターの創作
芸と伝統的窓飾り

の紹介）

春節句「福」の書
（書道マスターと良
い新年に向け願い

を描きましょう）

中国式茶芸（中国
文化茶芸の鑑賞と

試飲）

窓飾りの赤切絵（切
絵マスターの創作
芸と伝統的窓飾り

の紹介）

春節句「福」の書
（書道マスターと良
い新年に向け願い

を描きましょう）

窓飾りの赤切絵（切
絵マスターの創作
芸と伝統的窓飾り

の紹介）

春節句「福」の書
（書道マスターと良
い新年に向け願い

を描きましょう）

Date / Time Location

13 Feb. Last Day

of CY

14 Feb.  1st Day

of CNY

15 Feb.   2nd Day

of CNY

16 Feb.  3rd Day

of CNY

17 Feb. 4th Day

of CNY

18 Feb. 5th Day

of CNY

19 Feb. 6th Day

of CNY

8.00-9.00 Fitness Center   

Taijiquan

An ancient Chinese

art combining mind

body and soul

Taijiquan

An ancient Chinese

art combining mind

body and soul

Taijiquan

An ancient Chinese

art combining mind

body and soul

Taijiquan

An ancient Chinese

art combining mind

body and soul

Taijiquan

An ancient Chinese

art combining mind

body and soul

9.00-10.00 Fitness Center

Pilates While

Travelling

The easy appraoch

to exercise while "on

the go" by using a

Chiball & Exerband

Pilates While

Travelling

The easy appraoch

to exercise while "on

the go" by using a

Chiball & Exerband

Pilates While

Travelling

The easy appraoch

to exercise while "on

the go" by using a

Chiball & Exerband

Pilates While

Travelling

The easy appraoch

to exercise while "on

the go" by using a

Chiball & Exerband

Chinese Massage

Learn basic massage

to improve

circulation and self

cures

14.00-15.00 Fitness Center

Intro Pilates

Find your new shape

and help to improve

coordination &

balance

Intro Pilates

Find your new shape

and help to improve

coordination &

balance

Chinese Massage

Learn basic massage

to improve

circulation and self

cures

JFL

Just For Looks

Visit the

Kimrobinson Salon

for personalized hair

style consulation

15.00-16.00 Fitness Center   

Body Shaping &

Weight   Loss

reduce your bodyfat

given  a new body to

you

Circuit Training

overall exercise your

body muscle &

improve your cardio

vascular function

JFL

Just For Looks

Visit the

Kimrobinson Salon

for personalized hair

style consulation

16.00-17.00
Fitness Center /

Salon

Flexibility  &

Stretching

Make your body

more flexible &

agility

Flexibility  &

Stretching

Make your body

more flexible &

agility

JFL

Just For Looks

Visit the

Kimrobinson Salon

for personalized hair

style consulation

 

Circuit Training

overall exercise your

body muscle &

improve your cardio

vascular function

Club Lounge

Boiled Dumpling -

Pork with leek and

Chive with egg

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Boiled Sweet

Dumpling - Red bean

and white lotus

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Boiled Dumpling -

Pork with leek and

Chive with egg

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Boiled Sweet

Dumpling - Red bean

and white lotus

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Boiled Dumpling -

Pork with leek and

Chive with egg

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Boiled Sweet

Dumpling - Red bean

and white lotus

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Boiled Dumpling -

Pork with leek and

Chive with egg

We invite you to join

the Aman family in

making and tasting

the traditional lunar

 new year treats

Cultural

Pavilion

Red paper cutting

for window

decoration

       Enjoy Chinese

New Year tradition

and

add cheerful

atmosphere to the

festival

Spring Festival

Couplets and "Fu"

Character Writing,

Enjoy Chinese New

Year tradition and

write your own

wishes with our

calligraphy master

Chinese Tea

Ceremony

"The art of drinking

and enjoying tea is

an integral aspect of

Chinese culture

Red paper cutting

for window

decoration

       Enjoy Chinese

New Year tradition

and

add cheerful

atmosphere to the

festival

Spring Festival

Couplets and "Fu"

Character Writing,

Enjoy Chinese New

Year tradition and

write your own

wishes with our

calligraphy master

Red paper cutting

for window

decoration

       Enjoy Chinese

New Year tradition

and

add cheerful

atmosphere to the

festival

Spring Festival

Couplets and "Fu"

Character Writing,

Enjoy Chinese New

Year tradition and

write your own

wishes with our

calligraphy master

16.00-18.00

アマンサマーパレス　春節アクティビティ

２０１０年２月１３日から２月１９日まで

16.00-18.00

Aman At Summer Palace Chinese New Year Activities

Feb. 13 - 19, 2010


