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体幹トレーニング 鎌倉市

家庭でもできる！トレーニングメニュー

㈱コナミスポーツクラブと㈱協栄の共同事業体です。

ExerciseExerciseLet’sLet’s
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コース型教室のご案内コース型教室のご案内平成28年度第1期

この春はじめる、スポーツ習慣！
カラダを動かすことって、気持ちいい！

第1期　平成28年4月～6月開催分
春、何かをはじめたくなる季節。

でも、何からはじめればいいかわからない…

という方にオススメしたいのが、

鎌倉市の公共体育施設です。

気軽にはじめられて、続けやすいから

運動初心者の方にもオススメです。

まずはお近くの体育施設まで。

お散歩がてら、ふらっと寄ってみませんか？

あなたのご来館を、心よりお待ちしております！

片足バランス

※股関節が90度以上に上
がることが望ましいです
が、上げられるところま
でで構いません。

片足バランス
ふらつきがない状態で
３０秒保持　

目標
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鎌倉武道館

〒247-0066
鎌倉市山崎616-6
TEL：46-8010
営業時間 9：00～21：00

鎌倉体育館

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-9
TEL：24-3553
営業時間 9：00～22：30

大船体育館

〒247-0061
鎌倉市台3-2-5
TEL：47-1862
営業時間 9：00～21：00

見田記念体育館

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-13-21
TEL：24-1415
営業時間 9：00～17：00

鎌倉市 スポーツ施設のご紹介 ～大船駅周辺～ 鎌倉市 スポーツ施設のご紹介 ～鎌倉駅周辺～
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大船体育館鎌倉武道館
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鎌倉駅入口

鎌倉郵便局前

市役所前

御成小学校前

御成中学校入口

体幹の軸を安定させて、動きのトレーニングを実施しようPoint

今回は、ドローインをして片足を上げ、下半身の動きを加えても体幹の軸を安定させるエクササイズです。この
エクササイズを実施することで、歩く動作・走る動作中に体幹を安定させるバランス感覚を養うことができます。

体幹の軸を
まっすぐ安定させる

教室名 時間 日程内容 担当 曜日 回数 開催場所 参加費定員

ボディコンバット 21：15～22：15木村 土 全10回 25名

発行者：鎌倉市スポーツ施設指定管理者　鎌倉KKスポーツユナイテッド
〒247-0066 鎌倉市山崎616-6　鎌倉武道館　TEL：46-8010　FAX：43-0601

※鎌倉KKスポーツユナイテッド

コース型教室とは？

申 込 方 法

持 ち 物
駐 車 場
お 問 い 合 わ せ
都度利用のご案内
本 教 室 の 受 付

格闘技の動きを取り入れたエクササイズ
です。パンチやキックを繰り出しながら、
プログラムをやり切る精神面と全身の筋
肉を刺激することにより身体面を鍛えます。

4月2,9,16,23日
5月14,21,28日
6月4,11,18日

ボディパンプ 21：15～22：15七尾 月 全10回
鎌倉
体育館
格技室

8,400円
（税込）

※都度利用
の場合は
１回

1,000円
（税込）

15名

バーベル、ウェイトを使った筋力トレーニ
ングのクラスです。全身の筋肉を効果的
に鍛えることにより、シェイプアップ・筋力
アップを行うことができます。

4月4,11,18日
5月2,9,16,23日
6月6,13,20日

シーエックス
ワークス

21：15～22：00七尾 火 全10回 20名

パーソナルトレーニングから生まれたコア
（体幹）エクササイズです。腹部全体・臀
部・背部・スリング（上半身と下半身を連
携する筋）を強化します。

4月5,12,19日
5月10,17,24,31日
6月7,14,21日

カロリーバーナー
エアロ

21：15～22：15須藤 水 全10回 25名

基本的なステップをメインに、8ビートの
リズムに乗って楽しく身体を動かします。
全身を大きく使うので、カロリー消費が大
きく、シェイプアップに最適です。

4月13,20,27日
5月11,18,25日
6月1,8,15,29日

ボディメイク
のための
ボディメイク
のための

※教室へのご参加は市外の方でも可能ですがトレーニングルームのご利用は鎌倉市に在住・在勤・在学の方に限らさせて頂きます。（要登録）

年間4期編成にて実施し同じ曜日同じ時間に開講される教室です。忙しい方でも充分な運動量が確保でき、
楽しく運動習慣を身につけられます。継続していくことで体力の向上が期待出来ます。
またコース型教室にご参加の方は教室当日のみ、トレーニングジムが無料でご利用頂けます。

直接鎌倉体育館窓口までお越し頂き、申込書に必要事項を記載の上、券売機にてチケットをご購入頂く流れと
なります。ご参加の方にはコース型教室の参加証を発行致します。（ご利用時に毎回ご提示ください。）
運動が出来る服装・室内シューズ・飲み物（館内に自販機有）・タオル
体育館敷地内に24台の駐車場のご用意がございます。　3時間200円
鎌倉ＫＫスポーツユナイテッド　鎌倉体育館　　0467-24-3553　　鎌倉市由比ガ浜2-9-9
都度のご利用が可能です。事前にお問い合わせください。
定員になり次第締め切りとさせて頂きます。



市の催し物一覧

ツツジ・新緑・潮騒の葉山道1

鎌倉市弓道教室3
初めての方達のための弓道研修

第27回 鎌倉市民ゴルフ大会4
鎌倉市内在住、又は在勤の方によるゴルフ競技大会

鎌倉市内をウォーキングします。

鎌倉ジョギング＆ウォーキング2
ストレッチングと体力に合わせてジョギング（1.3.5ｋｍ）
やウォーキングを楽しみます。

ジュニアバレーボール教室（鎌倉）5
小学校1～6年生
男女を対象にした初級バレーボール教室

ジュニアバレーボール教室（大船）6
小学校2～6年生
男女を対象にした初級バレーボール教室

鎌倉市内や近隣の市をウォーキングします。

材木座海岸子ども教室 砂浜でかけっ子11 第58回  鎌倉市陸上競技選手権大会12
一般・高校生・中学生・小学生（5・6年生）を
対象とした陸上競技大会

こもれび山崎温水プール市民講座 ベビースイミング①7 こもれび山崎温水プール市民講座 アクアビクス①8

こもれび山崎温水プール市民講座 初めてのクロール・背泳ぎ9 ふれあいウォーク、はつらつウォーク10

ふれあいウォーク、はつらつウォークの詳細については

ふ
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い
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衣張山からハイランドへの桜見学

鎌倉のつつじ巡り

新井沢市民の森へ

由比ガ浜からの海岸歩き

大町のやぐら群を眺めて逗子へ

鎌倉のアジサイの名所巡り

⬇以下の表をご参照ください⬇

（鎌倉・逗子市内）鶴岡八幡宮→衣張山→ハイランド他　約10ｋｍ
（ゴール　逗子・池田踏切）
（鎌倉市内）八雲神社→笛田公園→仏行寺他　約10ｋｍ
（ゴール　大船駅）
（鎌倉・横浜市内）鎌倉宮→皆城山→ごくらく広場他　約10ｋｍ
（ゴール　本郷台駅）
（鎌倉市内）稲村ヶ崎公園→由比ガ浜→材木座海岸他　約10ｋｍ
（ゴール　スルガ銀行前）
（鎌倉・逗子市内）東勝寺橋→大町やぐら群→久木大池他  約10ｋｍ
（ゴール　逗子駅）

実施場所実施日時
2016年4月5日（火）
10：00～14：00

2016年4月19日（火）
10：00～14：00

2016年5月10日（火）
10：00～14：00

2016年5月24日（火）
10：00～14：00
2016年6月7日（火）
10：00～14：00

集合場所・時間
鎌倉駅西口　時計台広場

9：30～9：50
鎌倉駅西口　時計台広場

9：30～9：50
鎌倉駅西口　時計台広場

9：30～9：50
鎌倉駅西口　時計台広場

9：30～9：50
鎌倉駅西口　時計台広場

9：30～9：50
鎌倉駅西口　時計台広場

9：30～9：50

鎌倉駅西口　時計台広場
9：30～9：50

鎌倉駅西口　時計台広場
9：30～9：50

湘南モノレール大船駅ペデストリアンデッキ
9：30～9：50

（鎌倉市内）葛原岡→笛田公園→成就院他　約10ｋｍ
（ゴール　長谷寺）

2016年6月21日（火）
10：00～14：00

ウォーキングの名称

は
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ら
つ
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大船発・柏尾川の桜見学

鎌倉のコケ寺を訪ねる

鎌倉のハス巡り

（鎌倉・横浜市内）笠間橋→飯島橋→金井公園他　約5ｋｍ
（ゴール　戸塚駅）
（鎌倉市内）妙本寺→妙法寺→長勝寺他　約5ｋｍ
（ゴール　スルガ銀行前）
（鎌倉市内）鶴岡八幡宮→本覚寺→光明寺他　約5ｋｍ
（ゴール　スルガ銀行前）

実施場所実施日時
2016年4月12日（火）
10：00～12：00

2016年5月17日（火）
10：00～12：00

2016年6月28日（火）
10：00～12：00

集合場所・時間ウォーキングの名称

開催日 平成28年4月23日（土）
時間 9：00～14：00
対象 限定なし
定員 なし
参加費 一般500円
主催者名 鎌倉歩け歩け協会
開催場所 （逗子市・葉山地内）　葉桜住宅→花ノ木公園→森戸海岸
 他約12ｋｍ（ゴール：逗子海岸中央）
集合場所 逗子・亀岡八幡宮
集合時間 8：20～8：50　　出発　9：00
申込方法 当日受付
連絡先 鎌倉歩け歩け協会　ＴＥＬ.090-2633-3715

開催日 平成28年4月17日（日）
時間 9：00～11：00
対象 限定なし
定員 各25名
参加費 無料
主催者名 鎌倉市レクリエーション協会
講師 米倉いずみ
開催場所 笛田公園内
申込方法 笛田公園事務所前にて当日受付
連絡先 鎌倉市レクリエーション協会　木村
 ＴＥＬ.0467-46-3817

開催日 平成28年5月８日（日）～6月12日（日）
 全１０回
 5/8（日）は、開講式。6/12（日）は、修了式。　　　　　
 （昼の部） 毎週月曜日と木曜日

 13：00～16：00
 5/9（月）・5/12（木）・5/16（月）・5/19（木）・
5/23（月）・5/26（木）・5/30（月）・6/2（木）・
6/6（月）・6/9（木）

 （夜の部） 毎週水曜日と土曜日
 18：00～21：00
 5/11（水）・5/14（土）・5/18（水）・5/21（土）・
5/25（水）・5/28（土）・6/1（水）・6/4（土）・
6/8（水）・6/11（土）

対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方
定員 昼の部・夜の部　各30名
参加費 4,000円（但し、学生は2,000円。）
主催者名 鎌倉市弓道協会
講師 北爪　啓介他
開催場所 鎌倉武道館　弓道場
申込方法 催し名・住所・氏名・性別・年齢・電話番号・
 （学生は、学校名・学年）を記入の上、
 往復はがきで下記へお申込ください。（抽選）
申込締切 2016年4月23日（土）必着
申込先 北爪　啓介（鎌倉市弓道協会）
 〒247-0064  鎌倉市寺分2-1-11
 ＴＥＬ.0467-44-6589

開催日 平成28年5月24日（火）
時間 7：00～16：30
対象 市内在住・在勤の方
定員 180名
参加費 2,000円（当選通知後、お振込をもって
 正式登録といたします。
 返金はいたしません。）
プレー代 鎌倉CCメンバー 10,000円
 鎌倉CC非メンバー 12,000円
主催者名 鎌倉市ゴルフ協会
開催場所 鎌倉カントリークラブ　　　　　　
申込方法 往復はがきまたはメールに下記①～⑧をご記入の上、
 お申込み下さい。 
 ①催し名②住所（郵便番号含む）③氏名（ふりがな）
 ④連絡先（自宅・携帯）⑤生年月日（西暦）⑥性別
 ⑦ハンディキャップ
 ⑧市外在住者は、市内勤務先（名称・所在地・電話番号）
 ※複数（2～4名）でお申し込みの場合、
 　②～⑧は同伴者の分も必ず記入してください。
申込締切 2016年4月17日（日）消印有効
 （代表者様へ当落選のお知らせを致します）
申込先 鎌倉市ゴルフ協会　
 〒248-0012  鎌倉市御成町17-29
 鎌倉商工会議所内
 ＴＥＬ.0467-23-2562
 メール  ｍａｓａｔｏｓｈｉ.1943@gmail.com

開催日 平成28年4月12日（火）～平成29年3月21日（火）の
 毎週火曜日
時間 17：15～19：00（夏・冬・春休みを除く）　　　　　　
対象 市内在住の小学1年生～6年生　男女
定員 なし
参加費 500円/月
主催者名 鎌倉市体育協会
講師 廣田　善幸
開催場所 御成小学校　体育館
申込方法 教室開催日に直接会場で申込受付
連絡先 三島　マリ子（鎌倉バレーボール協会）
 ＴＥＬ.0467-22-2006

開催日 平成28年4月6日（水）～12月21日（水）の毎週水曜日
時間 17：00～19：00（休日及び夏休みを除く）　　　　　　
対象 市内在住の小学2年生～6年生　男女
定員 なし
参加費 500円/月
主催者名 鎌倉市体育協会
講師 浜野　正次郎
開催場所 大船体育館
申込方法 教室開催日に直接会場で
 申込受付
連絡先 浜野　正次郎（鎌倉バレーボール協会）
 ＴＥＬ.0467-45-7000

開催日 平成28年4月16日（土）・23日（土）
 ※1回の参加でも可
時間 10：00～11：30
 ※9時時点で雨の場合は、中止します
 　（小雨決行）
講師 金井　勝政
対象 市内在住・在学の方
 5歳～小学生（保護者参加可）
 ※小学生3年生以下は15歳以上（中学生不可）が同伴
定員 30名
参加費 無料
開催場所 材木座海岸　材木座4号線前付近
申込方法 当日会場で受付
問い合わせ先　スポーツ課
 〒247-0066　鎌倉市山崎616-6（鎌倉武道館内）
 TEL.0467-43-3419
　　　　

開催日 平成28年5月29日（日）
時間 8：30～17：00
対象 市内在住・在勤・在学者で登録者
参加費 一般600円、高校生500円、中学生300円、
 小学生（5・6年生）200円
主催者名 鎌倉市陸上競技協会
開催場所 不入斗公園陸上競技場　　　　　　
申込方法 申し込み用紙（鎌倉武道館・大船体育館・鎌倉体育館に設置）
 にて、お申込みください
申込期間 2016年4月1日（金）～15日（金）必着　※先着順
問い合わせ先　鎌倉市陸上競技協会
 〒247-0073　鎌倉市植木231-16　金子彰
 ＴＥＬ.0467-43-2410

開催日 平成28年5月6日（金）～6月24日（金）　毎週金曜日　全8回
 （5/6・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24）
時間 14：00～14：45
講師 渡辺　裕子
対象 市内在住・在勤・在学の方
 生後6ヶ月～2歳11ヶ月の親子
定員 30組
参加費 4,120円
開催場所 こもれび山崎温水プール
申込締切 4月11日（月）必着（抽選）
申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を記載の上、下記宛先まで
 往復はがきにてお申込ください。
申込先 こもれび山崎温水プール  〒247-0066 鎌倉市山崎1330-39
 電話番号 0467-46-0505　ＦＡＸ番号 0467-48-4400
　　　　　　

開催日 平成28年4月28日（木）～6月23日（木）  毎週木曜日  全8回
 （4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16・6/23）
時間 14：00～14：45
講師 丸山　弓子
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 30名
参加費 4,120円
開催場所 こもれび山崎温水プール
申込締切 4月11日（月）必着（抽選）
申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を記載の上、下記宛先まで
 往復はがきにてお申込ください。
申込先 こもれび山崎温水プール
 〒247-0066 鎌倉市山崎1330-39
 電話番号 0467-46-0505　ＦＡＸ番号 0467-48-4400

開催日/開催時間/実施場所/集合場所　下表をご参照ください。
対象 限定なし
定員 なし
参加費 200円
主催者名 鎌倉歩け歩け協会　
申込方法 当日集合場所にて受付
連絡先 鎌倉歩け歩け協会　
 ＴＥＬ.090-2633-3715

開催日 平成28年4月25日（月）～6月20日（月）  毎週月曜日  全8回　
 （4/25・5/9・5/16・5/23・5/30・6/6・6/13・6/20）
時間 14：00～15：00
講師 田中　秀義
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 20名
参加費 4,120円
開催場所 こもれび山崎温水プール
申込締切 4月11日（月）必着（抽選）
申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を記載の上、
 下記宛先まで往復はがきにてお申込ください。
申込先 こもれび山崎温水プール
 〒247-0066　鎌倉市山崎1330-39
 電話番号 0467-46-0505　ＦＡＸ番号 0467-48-4400　　　　
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