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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。
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4つのストレッチをご紹介します

冬のカラダは、
「脂肪が燃えやすい」ってこと

ご存知でしたか？

①仰向けで膝を立てる。
②両膝をつけて足を左右に倒す。

①仰向けで片膝は曲げる
②大腿の上に反対の足を乗せて
クロスさせる。下になっている
大腿の後ろに両手を回す。
③両手で大腿を手前に引き寄せ
ながら、上体を起こす。

①両足を大股一歩分前後に開き、後ろ
足を床につけ、前足の膝を立てて
90°に曲げる
②両手は腰に添え、上体を床と垂直に
保ち、体重を真下にかけながら、
③後ろ足を伸ばし股関節を前後に開く

①仰向けで片足を曲げて床で伸ばした足にクロスさせる。
②クロスさせた膝の外側を反対の手で押さえる。一方の腕は真横に伸ばす。
③膝を手で押さえながら、ゆっくりと腰をひねる。

腰部（腰の左右の筋肉）のストレッチ1

脊柱起立筋（背骨の両側にある筋肉）、大臀筋（おしり）のストレッチ2

大臀筋（おしり）のストレッチ3

腸腰筋（腰から、脚のつけ根の前を通り、太ももにつながる筋肉）のストレッチ4

ポイントCheck!

背中は床から浮かせず、
下半身だけを動かす。

ポイントCheck!

ひねるときに肩が床から浮かないようにする。

寒いからって家の中に閉じこもっていませんか？

冬は寒いから…と運動しない方、それはもったいない！

冬こそ、効率的に運動で脂肪が燃焼されるのです！

つまり、ダイエットにとても効果的なのです。

さらに、冬も汗をかくことで、老廃物を流せる効果も！

これからは寒い季節も

しっかり運動、続けましょう！
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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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運動初心者向高齢者ストレッチング
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
機能向上が図れるストレッチクラスです。
また、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
ンスを整えながらリラクゼーションも図れます｡

体力UP高齢者筋力トレーニング
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
身機能向上を目的とした筋力トレーニングクラスです。
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。

運動初心者向高齢者健康体操
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。

脂肪燃焼エアロビクス
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。

ゆったり系ヨガ 
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。 

親子クラスおやこ体操教室Ⅰ
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。

スポーツ教室　お申込み方法

※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。

写真はイメージです。

「干支守り本尊」参り7
鎌倉市内をウォーキングします。

第２７回健康ウォーク『歩け鎌倉２０１６』
早春の鎌倉  公園と田園地帯  小さな春を探して

4

鎌倉市内の約１２キロのコースでウォーキングを行います。

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9

第11回ゆったりスキー（スキー教室）3
初めての人から上級者までを１班５～６人で分け、指導員（SAJス
キー指導新、準指導員）が目的にそってスキーの指導を行います。

市内の催し物一覧

おやこ体操教室Ⅱ8
子どもの心身発達を養い、親子のスキンシップを図り、
保護者の運動不足の解消も図ります。

あわふねリーグ祭りバレーボール大会2

1
徳洲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

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。

鎌倉ジョギング＆ウォーキング6

ファストピッチソフトボールのリーグ戦
（男子、女子別で男子は4部リーグ総当たり）

平成28年度鎌倉リーグソフトボール大会5鎌倉市・徳洲会体操クラブ  初心者の子ども体操教室鎌倉市スポーツ教室のご案内平成28年度
(4～6月)第1期

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 ① 9:00～10:00
 ②10:00～11:00
開催日 4月12,19,26日
 5月10,17,24,31日
 6月7,14,21日
時間 45分 
回数 全10回
定員 ①50名 ②50名

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 4月12,19,26日
 5月10,17,24,31日
 6月7,14,21日
時間 45分 
回数 全10回
定員 ①50名 ②50名

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 4月12,19,26日
 5月10,17,24,31日
 6月7,14,21日
時間 45分 
回数 全10回
定員 ①50名 ②50名

対象年齢 （中学生を除く）
 15歳以上
開催場所 鎌倉体育館（格技場）
曜日 水曜
時間 11:15～12:30
開催日 4月13,20,27日
 5月11,18,25日
 6月1,8,15,29日
時間 60分 
回数 全10回
定員 40名

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 4月11,18日
 5月9,16,23日
 6月6,13,20日
時間 60分 
回数 全8回
定員 40名

対象年齢 4歳以上～未就学児
 とその保護者
開催場所 見田記念体育館（体育室）
曜日 土曜
時間 9：45～10：45
開催日 5月7,14,21,28日
時間 60分 
回数 全4回
定員 20組

開催日時 平成28年2月13日（土）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 浄光明寺→光明寺→極楽寺 他約12ｋｍ（ゴール：鎌倉海浜公園「由比ヶ浜地区）
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２８年２月２８日（日）　※雨天中止の場合あり
対象 市内在住・在勤・在学の方
開催時間 ８:３０（受付）～１４:３０（ラストゴール）
実施場所 鎌倉武道館～諏訪神社前～関谷農地～関谷小学校（昼食）
 ～玉縄台～大船館観音下～大船駅西口
集合場所 鎌倉武道館
定員 なし
参加費 無料　　
その他 歩きやすい服装・靴で、
 昼食、飲料、汗ふき、雨具などを各自ご持参下さい。
主催者名 鎌倉市スポーツ推進委員連絡協議会
申込方法 当日鎌倉武道館にて受付
連絡先 鎌倉市市民活動部スポーツ課
 ＴＥＬ 0467-43-3419
　　　　　　

開催日 平成28年2月19日（金）～平成28年2月21日（日）
時間 集合　19日　7:00　　解散　21日　18:00頃
対象 市内在住・在勤・在学の方
主催者名 鎌倉スキー協会　　
開催場所 新潟県　ガーラ湯沢スキー場　　　　
参加費 48,000円（2泊、２朝食・2夕食、往復新幹線指定席乗車券、リフト券3日分付）
集合場所 JR東京駅1階　新幹線中央乗換口前
募集人数 ３５名（最少催行人数20名）定員になり次第募集終了
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）
その他 東京駅までの交通費は各自で負担願います。荷物は宅急便でスキー場に直接
 送ることができます。レンタルスキー希望の方は、各自でスキー場のレンタル
 ステーションにて手続き願います。
連絡先 鎌倉市スキー協会　小島 正彦　ＴＥＬ 090-9685-7676
 Ｅメールアドレス　HQL10642＠nifty.ne.jp

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

◎ふれあいウォーク
 ウォーキングの名称
西御門から登って天園へ
十二所果樹園の梅を見に
大船発・まさかりが淵へ
広町緑地の山桜を訪ねて

 実施日時
平成28年2月  2日（火）10:00～14:00
平成28年2月  9日（火）10:00～14:00
平成28年3月  1日（火）10:00～14:00
平成28年3月29日（火）10:00～14:00

 実施場所
（鎌倉市内）西御門→天園→鎌倉宮他 約10ｋｍ（ゴール 鶴岡八幡宮）
（鎌倉・逗子市内）報国寺→十二所果樹園→久木大池 他 約10ｋｍ（ゴール 逗子駅）
（鎌倉・横浜市内）小雀公園→まさかりが淵→宝寿院他 約10ｋｍ（ゴール 戸塚駅）
（鎌倉市内）笛田公園→小竹ヶ谷広場→腰越行政センター他 約10ｋｍ（ゴール 腰越駅）

 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
湘南モノレール大船駅ぺデストリアンデッキ 9:30～9:50
鎌倉駅西口 時計台広場 9:30～9:50

◎はつらつウォーク

開催日 平成２８年３月４日（金）～平成２８年３月２５日（金）　毎週金曜日で全４回
時間 １３:３０～１４:３０
対象 市内在住で未就学児童（３歳以上）とその保護者
定員 ２０組
参加費 無料
主催者名 鎌倉KKスポーツユナイテッド
開催場所 大船体育館　競技場
申込方法 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⑦スポーツ教室参加経験（あり・なし）を記入し、
 鎌倉武道館まで郵送してください。
連絡先 〒２４７-００６６ 鎌倉市山崎６１６-６ 鎌倉KKスポーツユナイテッド 鎌倉武道館
 ＴＥＬ 0467-４６-８０１０

開催日 平成28年3月24日（木）
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３チーム
参加費 あり
開催場所 大船体育館
申込方法 下記宛先まで電話にてお申込ください。
申込先 小泉　TEL 0467-45‐5095

開催日 平成28年2月14日（日）
時間 Aコース　5歳・6歳児（年中・年長）クラス 10：00～11：00
 Bコース　小学1年生～6年生クラス 11：15～12：15
対象 市内在住のお子様（初心者で5歳から小学6年生）
 ※平成28年4月1日までに5歳になる方は可
定員 各コース30名
参加費 無料
主催者名 鎌倉市市民活動部スポーツ課
開催場所 徳洲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・希望コース名及び幼児の場合は年齢（生年月日）、
 小学生の場合は学年を記入の上、往復はがきで下記へお申込ください。（抽選）
 ※1人1枚の申し込みに限る
申込締切 平成28年2月4日（木）必着
申込先 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

開催日時 平成28年2月21日（日）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 笛田公園管理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3月20日（日）～平成28年11月27日（日）　　　　
対象 市内在住・在勤・在学の方
参加費 チーム10,000円  メンバー全員の協会への登録料（1人3,000円）が必要。
主催者名 鎌倉市ソフトボール協会
開催場所 笛田公園野球場・笛田公園広場・深沢多目的スポーツ広場他
申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話番号・チーム名を記入の上、電話・Eメールで下
 記へお申込ください。申し込みの上、3月5日（土）午後6時から鎌倉生涯学習
 センターで行われる代表者会議に出席し登録名簿を提出する。
申込締切 平成28年2月17日（水）迄　新規登録チームは、平成28年2月10日（水）迄
申込先 島田　進　（鎌倉市ソフトボール協会事務局）　ＴＥＬ 0467-47-0107
 Eメールアドレス　susushimada@gmail.com

・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 ⑦過去に開催されたスポーツ教室に参加経験（有・無） を記入し、
大船体育館まで郵送してください。
「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、開催時
間①②を必ず明記ください。今回の応募が初回の方は、その旨明記ください。
平成28年3月14日（月）必着【おやこ体操教室Ⅰは、４月１５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３月２２日（火）１０時開始【おやこ体操教室Ⅰは、４月１９日（火）１０時開始】
 平成２8年３月２２日（火）抽選後、順次投函
 【おやこ体操教室Ⅰは、４月１９日（火）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：
　携帯電話：
⑦過去に開催された
　スポーツ教室に
　参加経験（有・無）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

 ウォーキングの名称
御谷運動の跡を訪ねる
大船発・玉縄城址を訪ねて

 実施日時
平成28年2月23日（火）10:00～12:00
平成28年3月22日（火）10:00～12:00

 実施場所
（鎌倉市内）鶴岡八幡宮→御谷運動の碑→亀ヶ谷坂他 約5ｋｍ（ゴール 鎌倉駅）
（鎌倉市内）フラワーセンター前→玉縄城址→城廻 他約5ｋｍ（ゴール 大船バスターミナル）

 集合場所・集合時間
鎌倉駅西口 時計台広場 9:30～9:50
湘南モノレール大船駅ぺデストリアンデッキ 9:30～9:50
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