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※鎌倉KKスポーツユナイテッド
㈱コナミスポーツクラブと㈱協栄の共同事業体です。

腰痛予防ストレッチ

ExerciseExerciseLet’sLet’s
ExerciseLet’s 家庭でもできる！トレーニングメニュー

寒い冬だから、
カラダの中からぽかぽかに。

寒い冬だから、
カラダの中からぽかぽかに。

親子クラスおやこ体操教室
子どもの心身発達を養い親子のスキンシップを図り
ながら、集団生活やしつけ保護者の運動不足解消が
図れるクラスです。

対象年齢 3歳以上～未就学児と
 その保護者
開催場所 大船体育館（競技場）
曜日 金曜
時間 13：15～14：15　60分
開催日 3月3・10・17・24日
回数 全4回
定員 20組

太もも（裏）のストレッチ1 太もも（前）のストレッチ2

スポーツ教室　お申込み方法

・対象
・費用
・申込方法

（注意事項）  
・締切日
・郵送先
・お問合せ先
・公開抽選会
・申込結果はがき送付予定日

鎌倉市内に在住･在勤･在学の方（初めてお申込みの方を優先します）
無料
往復はがきに ①教室名 ②お子様の氏名(フリガナ) ③お子様の年齢
④性別 ⑤住所（郵便番号も記入） ⑥電話番号  を記入し、
大船体育館まで郵送してください。
今回の応募が初回の方は、その旨明記ください。
平成２9年2月18日（土）必着
〒247-００６1　神奈川県鎌倉市台3-2-5
TEL：0467-47-1862
平成２9年2月２2日（水）１０時開始　
 平成２9年2月2２日（水）抽選後、順次投函

　 裏面は
空白のままで
お願いします。

裏
※申込者本人の住所・
　氏名をご記入ください。

-52円
切手

表

①教室名：

②お子様の氏名：
③年齢・学年：
④性別：
⑤住所：〒
　※郵便番号をご記入ください。

⑥電話番号／携帯番号：
⑦過去に開催された
　スポーツ教室参加経験
　（あり・なし） 裏

鎌倉市台3-2-5
鎌倉KKスポーツ
ユナイテッド
スポーツ教室
担当宛

248-006652円
切手

表

（フリガナ）

申込者住所
申込者氏名

往信側
書き方

返信側
書き方

※お申し込みには個人情報の提出が必要になります。ご提出いただいた個人情報は、厳重に管理し、業務の範囲内でのみ利用させていただきます。

持ち物：
タオル・シューズ・
飲み物

鎌倉市スポーツ教室のご案内鎌倉市スポーツ教室のご案内平成28年度第4期
（平成29年1～3月開催分）

冷え性で悩んでいる方にこそ、スポーツがおすすめです。

運動で筋肉を鍛えて、毛細血管の血流を促進することで

手足の冷えは少しずつ改善されますよ。

寒いとつい、身体を動かすのが

億劫になってしまいがち。

でも、寒い冬の方が、効率的に

　脂肪を燃焼させることができること、ご存知でしたか？

継続してカラダを動かして、

冬の間に、燃焼系ボディを作りましょう。

まずはお近くの体育館に

お散歩がてら、立ち寄ってみませんか。  

腰痛予防には、股関節周囲の筋肉をほぐして局所的な筋肉にかかるストレスを分散することが効果的です。
以下のストレッチメニューを実施して股関節の周囲筋群の柔軟性を高めましょう。

左足の足裏を右足の太ももの内側につけて座る。
右脚は伸ばしきらないようにヒザを軽く曲げる。
できるだけ背筋を伸ばして、手ですねをさするように股関節から
前に倒す。気持ち良いストレッチ感が得られる程度まで伸ばし
10～30秒保持する。反対側も同様に行う。

横向きに寝て股関節とヒザを曲げて、体幹が安定した姿勢でセットする。
上になった足の足首をつかみ、ヒザを後方に引くように太ももの前を
伸ばす。気持ち良いストレッチ感を得られる程度まで曲げ、10～30
秒保持する。
反対側も同様に行う。

ストレッチ

SPORTS NEWS

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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鎌倉体育館

見田記念体育館

和田塚駅

鎌倉駅

JR
鎌
倉
駅

江ノ
島電
鉄線

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

STRETCH

鎌倉市健康づくりキャラクター
ささりん



市の催し物一覧

市の催し物一覧

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。

子どものスキー講習会です。 日本ダンススポーツ連盟公認のダンス協議大会です。
年齢や技術レベルに応じ、各クラスごとに、ダンスス
ポーツ（スタンダード・ラテン）の競技を行います。

新春ご利益巡り1
鎌倉市内をウォーキングします。

こもれび山崎温水プール講座
（水中歩行②）

第47回鎌倉市民ロードレース大会3 4

第34回ジュニアスキー教室5 第30回鎌倉市ダンススポーツ大会6

鎌倉市内や近隣の市をウォーキングします。

ふれあいウォーク、はつらつウォーク7

開催日 平成28年12月18日（日）、平成29年1月15日（日）
時間 9：00～11：00
対象 限定なし
募集定員 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29年1月８日（日）
時間 9：00～12：30
対象 限定なし
募集定員 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 銭洗い弁財天→鶴岡八幡宮→鎌倉宮　他約12ｋｍ
 （ゴール：鎌倉駅）
集合場所 鎌倉駅西口　横浜銀行駐車場
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29年1月14日（土）発
 集合　6：30　出発　6：50
 解散　19：30頃　
会場 山梨県カムイみさかスキー場
対象 市内在住・在学の小学3年生～中学3年生まで
定員 80名
参加費 14,500円
主催者名 鎌倉スキー協会　
申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、
 Ｅメールで下記へお申込ください。（先着順）
申込開始 平成28年12月1日（木）から
申込先 鎌倉スキー協会　冨田和樹　
 ＴＥＬ 090-9130-1204
 Ｅメール yobosasa@gmail.com

開催日 平成29年1月29日（日）
時間 9：00～19：00
対象 限定なし
参加費 無料（観戦）
主催者名 鎌倉市ダンススポーツ連盟
開催場所 鎌倉体育館
連絡先 鎌倉市ダンススポーツ連盟
 辻
 ＴＥＬ 090-4958‐3519

開催日 平成29年1月6日（金）～ 平成29年2月24日（金）
 1/6・13・20・27、2/3・10・17・24で全8回　　　
時間 14：00～14：45　
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 20名
参加費 4,120円
主催者名 こもれび山崎温水プール　
講師 金野　麻美
開催場所 こもれび山崎温水プール
申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、
 往復はがきで下記へお申込ください。（抽選）
申込締切 平成28年12月12日（月）必着
申込先 こもれび山崎温水プール　
 〒247-0066　鎌倉市山崎1330-39
 ＴＥＬ 0467-46-0505

開催日 平成29年1月8日（日）
時間 9：00～13：00
対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上
募集定員 なし
内容 個人レース
 小学生（4年生以上）1500ｍ、中学生 2500ｍ、
 一般女子 5,000ｍ、
 高校生以上～29才 7,500m、
 30～49才 7,500ｍ、40～49才 5,000ｍ
 50才以上 2,500ｍ
参加費 小学生 200円
 中学生 300円
 高校生以上 600円
主催者名 鎌倉市陸上競技協会
開催場所 玉縄城廻りコース（玉縄小学校周辺）
 小学生は玉縄中学校周辺コース
申込方法 当日受付。
 市内中学生は、12月末までに岩田先生
 （大船中 ＴＥＬ 0467‐44‐1220）へ申し込み
連絡先 鎌倉市陸上競技協会　ＴＥＬ 0467-43-2410
　　　　　

※駐車スペースが限られております。お車でのご来館はなるべく
避け、公共交通機関にてお越しください。
最寄駅「湘南モノレール富士見町」下車　徒歩約6～7分

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
集合場所 鎌倉駅西口　時計台広場
集合時間 9：30～9：50
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

鎌倉の七福神めぐり

冬の台峰を歩く

大仏切通を歩く

十二所果樹園の観梅

広町緑地のお花見

住吉随道から小坪海岸へ

（鎌倉市内）浄智寺→鶴岡八幡宮→御霊神社他
約10ｋｍ　（ゴール　長谷寺）
（鎌倉市内）葛原ヶ岡→中央公園→北鎌倉女子学園クランド他
約10ｋｍ　（ゴール　北鎌倉駅）
（鎌倉市内）高徳院前→大仏切通→笛田公園他
約10ｋｍ　（ゴール　鎌倉駅）
（鎌倉・逗子市内）鎌倉宮→十二所果樹園→久木大池公園他
約10ｋｍ　（ゴール　逗子駅）
（鎌倉市内）鎌倉山口→御所谷広場→大島桜他
約10ｋｍ　（ゴール　江ノ電七里ヶ浜駅）
（鎌倉・逗子市内）長勝寺→住吉随道→材木座海岸他
約10ｋｍ　（ゴール　スルガ銀行前）

実施場所実施日時
平成29年1月17日（火）
10：00～14：00

平成29年1月31日（火）
10：00～14：00

平成29年2月14日（火）
10：00～14：00

平成29年2月21日（火）
10：00～14：00

平成29年３月21日（火）
10：00～14：00

平成29年３月2８日（火）
10：00～14：00

集合場所・集合時間
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

鎌倉駅西口  時計台広場
9：30～9：50

ウォーキングの名称

新春寺社巡り

ミニ歴史探訪・切通

ミニ歴史探訪・文学の道に沿って

（鎌倉市内）荏柄天神社→亀ヶ谷坂→源氏山公園他
約5ｋｍ　（ゴール　鎌倉宮）

（鎌倉市内）巨福呂坂→亀ヶ谷坂→仮粧坂他
約5ｋｍ　（ゴール　鎌倉駅）
（鎌倉市内）川端康成記念館→鎌倉文学館→吉屋信子記念館他
約5ｋｍ　（ゴール　御成小学校前）

実施場所実施日時
平成29年1月24日（火）
10：00～12：00

平成29年2月28日（火）
10：00～12：00

平成29年3月14日（火）
10：00～12：00

集合場所・集合時間ウォーキングの名称

ふれあいウォーク

はつらつウォーク

スポーツ施設年末年始の休館日のお知らせ

平成28年12月28日（水）～平成29年1月3日（火）

平成28年12月29日（木）～平成29年1月4日（水）12：00まで

平成28年12月29日（木）～平成29年2月28日（火）

平成28年12月27日（火）～平成29年1月3日（火）
平成28年12月29日（木）～平成29年1月3日（火）
平成28年12月29日（木）～平成29年1月3日（火）

施設名 休場・休館の期間
鎌倉武道館、大船体育館、
鎌倉体育館、見田記念体育館
こもれび山崎温水プール
深沢多目的スポーツ広場
小中学校体育施設開放

西御門テニスコート

笛田公園野球場・庭球場
※１月、２月はコート事情の為休場します。


