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鎌倉市

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
㈱コナミスポーツクラブと㈱協栄の共同事業体です。

武道で元気なからだづくり

県民スポーツ週間
関連事業 スポーツ施設（体育館・武道館）無料開放 10月10日（月・祝）

～小学生から高齢者まで、誰でも楽しめて、元気になる！！～

平成28年10月10日（月・祝） 鎌倉武道館  鎌倉市山崎６１６－６

種目

場所開催日

スポーツの秋だから、
はじめてみよう。
スポーツの秋だから、
はじめてみよう。
涼しくなってきて、 「そろそろ身体を動かしたい！」
と考えている方、
まずは何からはじめればいいのかわからなくて
お困りではありませんか？

鎌倉市のスポーツ施設は、利用しやすい料金・内容で
とりあえずはじめたい！という方を応援します。

いきなり結果を出そう！と意気込んでも
無理をすると結局続かないから
わたしはわたしのペースで、スポーツを楽しみたい。
そんなあなたへ。

さっそくスポーツ、はじめてみませんか。

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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大船体育館鎌倉武道館

鎌倉体育館

見田記念体育館
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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

・市内在住・在勤・在学の方のご利用に限らせていただきます。
・フリーの時間枠はその部屋で使用可能な運動種目であれば利用できます。
・参加方法は、直接施設で受付。混雑時は、譲り合いながらの利用をお願いする場合がございます。
・見田記念体育館への、車両の乗り入れは出来ませんので、ご注意ください。
・用具の貸出は（無料）行いますが、室内シューズ及び武道の道具はご持参ください。
※詳細は、各施設へ直接お問い合わせください。
※鎌倉武道館･鎌倉体育館・大船体育館の駐車場は有料です。3時間200円、1時間増すごとに100円加算
　（駐車台数に限りがございますので、公共交通機関でのご利用をお願いします。）
★実施中の事故につきましては、主催者は応急処置をしますが、責任は負いかねますのでご了承ください。

時間帯 9時～11時
競技場
格技室
卓球室

トレーニング室

剣道場
柔道場
弓道場
多目的室
競技場
格技室

ラケットテニス
武道

弓道（高校生以上の経験者のみ）
体操・太極拳・空手等

球技等バドミントン
卓球

バスケットボール

　体力測定（10：00～ 14：00）
フリー

10：30～11：30ストレッチ教室 体操（音なし）
体操　・　ダンス

体育室
多目的室

≪鎌倉体育館開催イベント≫
　・体力測定（トレーニング室） ① 10：00～ 11：00 ②15：30～ 16：30
　・サーキットトレーニング（談話室） ① 9：30～ 10：00 ②10：30～ 11：00

フリーフリー武道
球技等バドミントン バスケットボール

卓球
15歳以上利用可（中学生を除く） 

武道体験教室
「武道で元気なからだづくり」

9：00～ 15：30

11時～13時 13時～15時 15時～17時 17時～19時 19時～21時 21時～22時30分部屋名施設名・電話

鎌倉体育館
24-3553

鎌倉武道館
46-8010

大船体育館
47-1862

見田記念体育館
24-1415

居合道
9:00～10:30

合気道
10:00～12:00

なぎなた
11:00～12:30

太極拳 

11:00～12:30
（室内シューズ着用）

（白ソックス・白足袋着用）

（中学生以上）

少林寺拳法
13:00～14:30

剣道
13:30～15:30

柔道
13:00～15:00

弓道

13:30～15:30

（高校生以上）

平成28年度武道体験教室

◆対象 市内在住、在勤、在学の小学生以上
◆参加方法 当日受付（無料） 　運動のしやすい服装でご参加ください。 弓道、太極拳以外は、素足での参加となります。
※使用する用具については、用意してあります。（なぎなた、竹刀、弓矢、刀）
※実施中の事故につきましては、主催者は応急処置をしますが責任は負いかねますので、ご了承ください。
◆問い合わせ 鎌倉KKスポーツユナイテッド　（鎌倉武道館）　０４６７－４６－８０１０

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
平成28年度市民運動会1

鎌倉の失われた温泉地巡りと龍口園2
鎌倉市内のウォーキングを楽しみます。

市内17会場で、地域の方を対象とした市民運動会を開催し
ます。スポーツの秋です。青空の下でおもいっきり体を動か
し、日頃の運動不足を解消しましょう。

藤野芸術の家工房・ノルディック体験4
藤野芸術の家にて陶芸・木工・ガラス体験と
ノルディックウォーキング体験を行います。

第１8回鎌倉市民インディアカ大会5
生涯スポーツであるインディアカの市民大会

鎌倉ジョギング＆ウォーキング3
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。

鎌倉市内や近隣の市をウォーキングします

6 秋季市民ソフトテニス大会7
一般市民を対象としたソフトテニス大会
（男・女別ダブルス個人戦）

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（肢体不自由者水泳）8 こもれび山崎温水プール市民講座（初めての平泳ぎ）9

ふれあいウォーク、はつらつウォーク10

ふ
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あ
い
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大船発・天神山を通って藤沢へ

鎌倉の海岸を歩く

中央公園から天神山へ

稲村ケ崎半島縦断

ぼんばた橋を渡って小坪へ

（鎌倉・藤沢市内）山崎跨線橋→天神山→笛田リサイクルセンター他
約10ｋｍ　（ゴール　藤沢前）
（鎌倉・逗子市内）小坪海浜公園→披露山公園→逗子海岸他
約10ｋｍ　（ゴール　逗子市役所）
（鎌倉市内）中央公園→天神山→戸部橋　他
約10ｋｍ　（ゴール　大船NPO裏）
（鎌倉市内）笛田公園→笠懸の松→稲村ケ崎他
約10ｋｍ　（ゴール　スルガ銀行前）
（鎌倉市内）長勝寺→ぼんたん橋→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28年10月11日（火）
10：00～14：00

平成28年10月18日（火）
10：00～14：00

平成28年11月1日（火）
10：00～14：00

平成28年11月22日（火）
10：00～14：00

平成28年12月13日（火）
10：00～14：00

集合場所

鎌倉駅西口　時計台広場

湘南モノレール大船駅
ぺデストリアンデッキ

鎌倉駅西口　時計台広場

鎌倉駅西口　時計台広場

鎌倉駅西口　時計台広場

ウォーキングの名称
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祇園山ハイキングコースを歩く

旧小袋谷切通しを尋ねる

鎌倉の文化の道を歩く

（鎌倉市内）→祇園山ハイキングコース→元八幡→閻魔橋他
約5ｋｍ　（ゴール　スルガ銀行前）
（鎌倉市内）青梅聖天→浄光明寺→護国寺
約5ｋｍ　（ゴール　鎌倉駅）
（鎌倉市内）旧大谷美術館前→吉屋信子記念館→長谷寺他
約5ｋｍ　（ゴール　御成小学校）

実施場所実施日時
平成28年10月4日（火）
10：00～12：00

平成28年11月15日（火）
10：00～12：00

平成28年12月6日（火）
10：00～12：00

集合場所

鎌倉駅西口　時計台広場

鎌倉駅西口　時計台広場

鎌倉駅西口　時計台広場

ウォーキングの名称

鎌倉市・徳州会
かまくら体操クラブ 初心者の子ども体操教室

開催日 平成28年10月8日（土）9日（日）（各地域により異なります）
時間・開催場所　右表を参照ください
対象 地域在住者
募集定員 なし
参加費 無料
主催者名 鎌倉市地区スポーツ振興会協議会
申込方法 不要
連絡先 鎌倉市市民活動部スポーツ課
 ＴＥＬ.0467-43-3419　ＦＡＸ.0467-46-8067
 Ｅメールアドレス　spopfi@city.kamakura.kanagawa.jp

第一
第二
御成
稲村ガ崎
七里ガ浜
腰越
西鎌倉
深沢
富士塚
山崎
小坂
玉縄
植木

関谷小学校
大船
今泉
岩瀬

富士塚小

小坂小

9：30～15：30
8：30～15：30
9：00～15：00
9：30～15：00
8：30～14：00
8：30～15：00
9：00～15：30
9：00～15：30
9：00～15：00
9：00～15：00
9：30～14：30
9：00～15：30
9：30～15：00
9：00～16：00
9：15～15：00
9：00～15：00
9：30～15：30

当日第一小体育館
10/10に延期
当日御成小体育館
当日稲村小体育館
当日七里小体育館
当日腰越中体育館
10/10に延期

中止
10/9に延期
10/10に延期
当日小坂小体育館
当日玉縄小体育館
当日植木小体育館
当日関谷小体育館
当日大船小体育館
当日今泉小体育館
10/16に延期

第一小
第二小
御成小
稲村ヶ崎小
七里ガ浜小
腰越中
西鎌倉小
深沢小

山崎小

玉縄小
植木小
関谷小
大船小
今泉小

岩瀬下関防災公園

開催日 平成28年10月15日（土）
時間 9：00～13：00
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 北野神社前→泉光院下→青蓮寺　他11ｋｍ
 （ゴール：龍口寺）
集合場所 湘南モノレール大船駅ペデストリアンデッキ
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10月23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・ＦＡＸ.0467-46-3817

開催日時 平成28年10月30日（日）6：45～18：00
開催場所 相模原市緑区牧野4819番地　神奈川県立藤野芸術の家
対象 市内在学の小・中学生　定員 50名
参加費 2,000円（交通費）別途材料費
主催者名 鎌倉市生涯スポーツ普及実行委員会
 一般社団法人　かながわ青少年協会
申込方法 電話、はがき、またはFAXで下記にお申し込みください。
 （先着順）催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を記入願います。
申込開始 平成28年10月1日（土）　締切　平成28年10月15日（土）
申込先 鎌倉市生涯スポーツ普及実行委員会
 〒247-0066　鎌倉市山崎616-6　鎌倉武道館内
 ＴＥＬ.0467-43-3419　FAX.0467-46-8067

開催日 平成28年11月13日（日）
時間 9：00～17：00　
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 120名（24チーム）※チーム編成…1チーム4名以上で構成
 されたチーム（4人制：試合中男子はコートに2名以内とする）
参加費 500円／1人
主催者名 鎌倉市インディアカ協会
開催場所 鎌倉武道館
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号・メンバーを記載の上、
 はがき又はＦＡＸでお申込ください。
申込締切 平成28年10月31日（月）必着
申込先 鎌倉市インディアカ協会　〒248-0033  鎌倉市腰越1-6-10
 ＴＥＬ及びFAX　0467-31-1724
　　　　

開催日 平成28年10月23日（日）
時間 ①5・6歳児 9：30～10：30　②小学生 11：00～12：00
対象 市内在住（初心者の５・６歳児と小学生）
定員 各コース30名　参加費　無料
主催者名 鎌倉市・徳州会かまくら体操クラブ
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、往復はがき
 で下記へお申込みください。（10月5日（水）必着）
 1人1コースの申込みで、初めての受講者に限ります。
連絡先 鎌倉市市民活動部スポーツ課　ＴＥＬ 0467-43-3419
 〒247-0066　鎌倉市山崎616-6　鎌倉武道館内スポーツ課
 

開催日 平成28年10月16日（日）　予備日 平成28年10月23日（日）
時間 9：00～17：00　
対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上
定員 なし
参加費 ペア・一般 1,400円／学生 800円／個人登録料 300円
主催者名 鎌倉市体育協会　　
開催場所 笛田公園庭球場
申込方法 電話またはFAXでお申込ください。FAXの場合は催し名、住所、
 氏名、電話番号、学年、性別を記載ねがいます。
申込締切 10月12日（水）先着順
申込先 鎌倉ソフトテニス協会　担当：磯野　剛　
 TEL及びFAX 0467-22-9590

開催日 平成28年11月10日（木）～平成29年1月5日（木）
 11/10・17・24、12/1・8・15・22、1/5で全8回
時間 14：00～14：45
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 5名
参加費 4,120円
主催者名 こもれび山崎温水プール　
講師 天野　慶典
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10月13日（木）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10月28日（金）～平成28年12月16日（金）
 10/28、11/4・11・18・25、12/2・9・16で全8回　　
時間 14：00～15：00
対象 市内在住・在勤・在学の方
定員 15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10月13日（木）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／開催時間／実施場所／集合場所
下表をご参照ください
集合時間 9：30～9：50

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

対象 限定なし
定員 なし
参加費 200円

肩こり予防運動メニュー
ExerciseExercise

Let’sLet’s
Exercise

Let’s 家庭でもできる！トレーニングメニュー

肩甲骨と肩こりの関係

目標回数

20回
× ３セット

Point
Point 肩こりの予防には、首・肩・背中周辺のコリ固まった筋肉を動かすことが効果的です。

以下の「肩こり予防メニュー」で背中や肩甲骨に付着する筋肉を大きく動かしましょう!

脇の下から背中を触るように手を回し背中を丸めた姿勢から、胸を開くようにヒジを後ろに引く。
足を交互に入れ替えながら、背中を丸める動作と、胸をひらく動作を繰り返す。

肩甲骨を寄せる肩甲骨を離す

地区名 10/8（土） 10/9（日） 開催時間 雨天時の日時・場所

肩こり予防メニュー

背骨・肩甲骨の動かし




