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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。

下半身の強化　ヒップトレーニング

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

夏から始める、
カラダメンテナンス。
夏から始める、

カラダメンテナンス。

スポーツ教室　お申込み方法

高齢者ストレッチング 

対象年齢 60歳以上
開催場所 鎌倉武道館（柔道場）
曜日 火曜
時間 ①9：00～10：00
 ②10：00～11：00
開催日 10月4・11・25、
 11月1・8・15・22
回数 全7回
定員 ①50名②50名

高齢者筋力トレーニング

対象年齢 60歳以上
開催場所 大船体育館（競技場）
曜日 火曜
時間 ①15：00～16：00
 ②16：00～17：00
開催日 10月4・11・25、
 11月1・8・15・22
回数 全7回
定員 ①50名②50名

高齢者健康体操

対象年齢 60歳以上
開催場所 見田記念体育館
 （体育室）
曜日 火曜
時間 ①11：00～12：00
 ②12：00～13：00
開催日 10月4・11・25、
 11月1・8・15・22
回数 全7回
定員 ①50名②50名

エアロビクス

対象年齢 （中学生を除く）
 15歳以上
開催場所 鎌倉体育館（格技室）
曜日 水曜
時間 11：15～12：30
開催日 10月12・19・26、
 11月11・18・25
回数 全6回
定員 40名

・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氏名(フリガナ) ③年齢 ④性別 ⑤住所（郵便番号も記入） 
⑥電話番号 を記入し、鎌倉武道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２8年9月16日（金）必着
〒２４７-００６1 神奈川県鎌倉市台３-２-５ 鎌倉KKスポーツユナイテッド  大船体育館
TEL：０４６７-４7-1862
平成２8年９月17日（土）１０時開始　
 平成２8年９月17日（土）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氏名：
③年齢：
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
大船体育館

鎌倉KKスポーツ
ユナイテッド
スポーツ教室
担当宛

247-006152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。

運動機能低下の予防を目的とし基
礎代謝向上、怪我の予防や防止、
全身機能向上が図れるクラスです。

運動機能低下の予防、基礎代謝向上、
怪我の予防や防止、全身機能向上を
目的とした筋力トレーニングクラス。
特に、腹筋・背中・臀部に集中し、体
幹の筋力・筋持久力が高められます。

運動機能低下予防、基礎代謝向上、
怪我の予防や防止、全身機能向上が
図れるストレッチクラス。年齢･性別､
運動経験を問わず関節可動域を広
げ、全身の筋肉バランスを整えます。 

軽快なリズムに合わせ、エアロビ
クスの基本動作を繰り返し行い、
楽しく体力向上を図りながら、筋
力向上脂肪燃焼、関節可動域を広
げるクラスです。 

ヨガ

対象年齢 （中学生を除く）
 15歳以上
開催場所 鎌倉武道館（柔道場）
曜日 月曜
時間 17：45～18：45
開催日 10月3・17・24、
 11月2・9・16
回数 全6回
定員 40名

ヨガの基本を学べるクラスです。
身体のポーズと呼吸法の練習を通
して精神の向上と健康 の促進を高
めていきます。関節可動域を広げ、
全身の筋肉のバランスを整えます。 

＊高齢者ストレッチング・高齢者筋力トレーニング・高齢者健康体操は時間帯①②を必ず選択

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3期（10～11月）

この夏の猛暑に、暑くてぐったり...という方も多いのでは？

スポーツなんかやったら倒れちゃう？！

でも、暑いからって何もしないのはもったいない！

汗を思いっきり気持ち良くかける季節こそ、

楽しくスポーツで汗を流しませんか？

スポーツの効用は、ダイエット・美容だけに限りません。

認知症予防やうつ病予防に効果的だということが

最近の研究で分かってきているのです。

あなたのカラダは、あなた自身がつくるもの。

しっかりメンテナンスしてあげましょう！

①床に手と膝をつき四つんばいの体勢をつくる。
②キックする脚を上げ、膝を曲げながら膝と肘を近づける。
　※必ず膝を下に向けない。

③ゆっくり膝を伸ばして（２秒くらい）踵からキックする。
　※キックする方の足首を曲げ、踵から蹴るイメージ。
④ゆっくり膝を曲げて（２秒くらい）②の体勢に戻す。
　※この時も必ず膝を下に向けない。

やり方やり方

今回はお尻の筋肉の大部分を占める大殿筋を中心に太腿などを鍛えるトレーニングです。
大殿筋を鍛えるとヒップアップの効果や力強い下半身を得る事が期待できます。

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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バックキック

足首を曲げて
踵から蹴る

Back Kick

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

第23回 ニチレイチャレンジ
特別泳力検定会&
楽しい鎌倉市民スイミングフェスティバル

1 第4回鎌倉市空手道選手権大会2

オリンピアン招待　萩原智子さん

鎌倉市・徳州会体操クラブ
初心者の子ども体操教室

7 若宮リーグバレーボール大会
９人制バレーボール

8

徳州会スポーツセンターかまくらにて、
マット、とび箱、トランポリンで楽しく体を動かす。

こもれび山崎温水プール市民講座
水中歩行①

こもれび山崎温水プール市民講座
アクアビクス②

3 4

こもれび山崎温水プール市民講座
ベビースイミング①（6ヶ月～2才）

5 鎌倉ぼんぼりウォーク6

開催日 平成28年8月28日（日）　荒天の時は9月4日(日）
時間 9：00～17：00
開催場所 鎌倉海浜公園水泳プール（幼児、25ｍ、50ｍ）
種目 ①特別泳力検定：クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ
 　（25ｍ、50ｍ）、個人メドレー（100ｍ、200ｍ）
 ②スイミングフェスティバル：
 　事前申込み種目：自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、
 　個人メドレー、フリーリレー、メドレーリレー
 　当日自由参加：水泳教室、水中宝探し、水中玉入れ、
 　ビート板3枚競争
対象 市内の人（特別泳力検定は市内制限なし）
参加費 ①特別泳力検定：受検料500円（1種目）
 ②スイミングフェスティバル：
 　水泳協会会員及び高校生以下100円（1種目）
　　　　　　一般 200円（1種目）
 　家族リレー200円、リレー 400円
　　　　　　当日自由参加のアトラクション種目は無料
申込方法 所定の申込書に必要事項を記入し参加料を添えて
 下記まで申込んでください。
　　　　　①上州屋 TEL 0467 (43）1000
　　　　　②こもれび山崎温水プール TEL 0467 (46）0505
               ③(有)花六 TEL 0467 (45）1342 
               ④ファミリーマート鎌倉雪ノ下店 TEL 0467 (22）2665
　　　　　⑤花章（有）津西店 TEL 0467 (33）3181
　　　　　⑥鎌倉水泳協会 TEL 0467（44）4220
               ⑦ファミリーマート鎌倉長谷店 TEL 0467 (61）3677 
　　　　　⑧インターネット　http://www.ksuikyo.sakura.ne.jp
 　からも申込みできます。

開催日 平成28年10月9日(日）
時間 9：00～17：00
開催場所 鎌倉武道館
定員 200名
参加費 形　1000円
 組手1300円
主催者名 鎌倉市空手道連盟
申込方法 鎌倉市空手道連盟ホームページよりメール送信
 または郵送。
申込締切 平成28年8月31日（水）必着
連絡先 鎌倉市空手道連盟
 小屋敷律子（コヤシキ リツコ）
 〒247－0011
 横浜市栄区元大橋2－3－6
 グリーンハイツ103
 TEL 090-3900－3505   

開催日 平成28年9月5日（月）～11月7日（月）の毎週月曜日
 全8回（9月19日、10月10日は休み）
時間 14：00～14：45
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 30組
参加費 4,120円
主催者名 こもれび山崎温水プール
講師 渡辺裕子インストラクター
開催場所 こもれび山崎温水プール　
申込方法 催し名・住所・親子の氏名・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8月12日（金）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28年9月4日（日）
時間 ①5歳・6歳児（年中・年長）クラス 9：30～10：30
 ②小学1年生～６年生クラス 11：00～12：00
対象 市内在住　（初心者で5歳～小学生）
定員 各コース30名
参加費 無料
主催者名 鎌倉市・徳州会体操クラブ
開催場所 徳州会スポーツセンターかまくら　
 湘南モノレール「湘南深沢駅」下車　徒歩３分
申込方法 住所、氏名（フリガナ）、電話番号、コース番号及び
 幼児の場合は年齢（生年月日）、小学生の場合は
 学年を明記の上スポーツ課へ。
 1人1コースの申込みで、初めての受講者に限ります。
申込締切 平成28年8月8日（月）必着
連絡先 鎌倉市市民活動部スポーツ課
 〒247-0066　鎌倉市山崎616-6
 鎌倉武道館内スポーツ課
 ＴＥＬ 0467-43-3419

開催日 平成28年8月30日（火）
時間 9：00～17：00
対象 市内在住・在勤の女性
定員 チーム単位で2チーム
参加費 2,000円
開催場所 鎌倉体育館
申込締切 平成28年8月22日（月）まで先着順
申込方法 下記宛先まで電話又はＦＡＸでお申込みください。
申込先 三留　安子
電話、ＦＡＸ番号 0467-24-3763

開催日 平成28年8月6日（土）
集合場所 逗子・亀岡八幡宮
集合時間 14：20～14：50　出発15：00
開催場所 （鎌倉・逗子市内）池子散策路→報国寺→大御堂橋
 他10ｋｍ
 ゴール　鶴岡八幡宮東口　18：00頃
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　
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9月1日（木）～10月27日（木）の毎週木曜日
 全8回（9月22日は休み）
時間 14：00～14：45
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 30名
参加費 4,120円
主催者名 こもれび山崎温水プール
講師 山本翔インストラクター
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8月12日（金）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28年9月2日（金）～10月21日（金）の毎週金曜日
 全8回
時間 14：00～14：45
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 30名
参加費 4,120円
主催者名 こもれび山崎温水プール
講師 丸山弓子インストラクター
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8月12日（金）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

※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

※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

※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
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