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鵠沼運動公園 ☎（36）1607
薨（36）1754

◆㋐第19回泳力認定進級テスト　8月
28日㈪午前9時。八部公園プール。(公
財)藤沢市みらい創造財団独自の認定
基準による泳力認定試験。高校生以下
の方100人。費500円。
◆㋑みらい水泳大会in八部　8月28日
㈪午後1時30分。八部公園プール。ロ
ングビート板リレーほか。小学生100人。
費500円。

申 ㋐㋑は7月1日㈯から八部公園プー
ル、秋葉台公園プール☎(88)1811、薨
(88)0081、石名坂温水プール☎(82)5131、
薨(82)5132へ来所で。
◆夏休み！早起きこどもスイム　◎7
月31日㈪〜8月4日㈮◎8月21日㈪〜25
日㈮。ともに午前7時30分〜9時、全5回。
八部公園プール。市内在住･在学の小
学生各100人(抽選)。費4500円。申 7月
11日㈫〜16日㈰に来所で。
◆エンジョイ！夏休み　7月25日㈫〜
28日㈮㋐午前8時〜9時30分、㋑午前10
時〜11時30分。ともに全4回。八部公園野
球場。市内在住･在学の㋐は小学1･2年
生、㋑は小学3･4年生各20人(抽選)。費

3200円。申 7月4日㈫〜9日㈰に来所で。
◆夜間スタジオプログラムのお知らせ
火〜木曜日午後7時30分〜8時15分。※
開催日は変更になる場合があります。
詳細はお問い合わせください。八部公
園プール2階ロビー。トレーニング室利
用登録者20〜30人。 費300円。 申 利用
当日の午後6時30分から来所で。

スポーツ推進課 ☎（50）8243
薨（22）7116

◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【サッカー(社会人の部)】　8月20日㈰〜
10月1日㈰。秋葉台公園球技場ほか。
藤沢市サッカー協会加盟チームおよび
市内在住･在勤･在学の方で構成された
チーム。費1チーム1万5000円。※申し
込み方法など詳細はお問い合わせくだ
さい。 問 杉渕☎･薨(26)1283またはス
ポーツ推進課。

【体操･新体操】　8月6日㈰午前9時。秋
葉台文化体育館。個人戦。原則市内在
住･在勤･在学の方。 費800円。※申し
込み方法など詳細は藤沢市体育協会の
ホームページをご覧ください。問栗原
☎0467(28)7700またはスポーツ推進課。
◆藤沢市民ジュニアテニス教室(硬式) 
7月21日㈮〜28日㈮〈22日㈯〜24日㈪
を除く〉午前7時45分〜8時45分、全5回。
八部公園テニスコート。テニス初心者
で市内在住･在学の小学1〜3年生40人
程度(抽選)。費3000円。申 7月4日㈫〈必
着〉までに往復はがき(1人1通)に郵便
番号･住所･氏名･学年･性別･電話番号、
初めて受講する方は｢初受講｣と書い
て、藤沢市民テニス教室ジュニア係

〈〒251-0032片瀬4-17-5フェニックス
スポーツ内〉へ。問フェニックススポー
ツ☎(27)5650〈火〜金曜日正午〜午後
5時〉またはスポーツ推進課。

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
薨（28）5749

◆夏休みトランポリン体験　7月27日㈭、
28日㈮㋐午前9時〜10時15分、㋑午前
10時45分〜正午。ともに全2回。市内在
住･在学の㋐は小学1･2年生、㋑は小学
3〜6年生各30人(抽選)。費1800円。申

7月6日㈭〜13日㈭〈10日㈪を除く〉に
来館で。

◆ポールで姿勢改善　8月9日㈬午前9
時15分〜10時45分。トレーニング室利
用登録者15人。費500円。申7月9日㈰
午前9時から電話または来館で。
◆夏休み　集中鉄棒　7月31日〜8月8
日毎週月･火曜日午前8時45分〜10時、
全4回。市内在住･在学の小学1･2年生
20人(抽選)。費3200円。申 7月11日㈫
〜18日㈫に来館で。
◆夏休み　集中体操　7月31日〜8月8
日毎週月･火曜日午前10時30分〜11時
45分、全4回。市内在住･在学の小学3〜
6年生20人(抽選)。 費3200円。 申7月11
日㈫〜18日㈫に来館で。
◆夏休み元気スポーツ　8月2日㈬〜4
日㈮午前9時20分〜10時40分、全3回。
市内在住･在学の小学1〜3年生、小
学4〜6年生各12人(抽選)。費2400円。
申 7月12日㈬〜19日㈬に来館で。

太陽の家体育館 ☎（33）1411
薨（34）4342

◆サウンドテーブルテニスの集い　7
月8日㈯午前9時〜正午。視覚障がいの
ある方と関心のある方。　　　　　
◆フライングディスクの集い　7月8日
㈯午後1時〜4時30分。障がいのある方
と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　7月9日㈰午後
1時〜4時30分。障がいのある方と関心
のある方。
◆フロアバレーボールの集い　7月16
日㈰午前9時〜正午。障がいのある方と
関心のある方。

石名坂温水プール ☎（82）5131
薨（82）5132

◆夏休み！親子ヨガ　7月21日〜8月18
日毎週金曜日(8月11日を除く)午後2時
〜3時、全4回。2013年4月2日生まれの
方〜小学3年生と保護者15組。 費1組
3600円。 申 7月5日㈬午後1時から電話
または来館で。
◆夏期子ども水泳教室　㋐7月26日〜8
月4日㋑8月16日〜25日。ともに毎週水
〜金曜日午前7時30分〜9時、全6回。
市内在住･在園･在学の2011年4月2日生
まれの方〜小学生㋐60人、㋑80人(と
もに抽選)。費4800円。申 6月30日㈮〜
7月7日㈮〈7月4日㈫を除く〉に来館で。
◆7月分オープン教室水中ウオーキン
グ  7月6日㈭午後2時〜3時。25人。費

200円(入場料別途)。
◆個人スイムレッスン　通年(7月15日
〜8月を除く)、1回45分。4種泳法、水中
運動ほか。費2000円。申 事前に電話ま
たは来館で。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
薨（88）8687

◆夏休み小学生かけっこ　㋐7月26日
㈬〜28日㈮、㋑8月2日㈬〜4日㈮。とも
に午前7時30分〜8時45分、全3回。市内
在住･在学の㋐は小学1･2年生、㋑は小
学3〜6年生各30人(抽選)。 費2400円。
申 7月3日㈪〜9日㈰に来館で。
◆親子ヨガ　7月21日〜8月18日毎週金
曜日(8月11日を除く)午前11時10分〜
午後0時10分、全4回。2012年4月2日生
まれの方〜小学3年生と保護者12組。
費1組3600円。 申 7月6日㈭午後1時30分
から電話で。
◆カヌー＆自然体験合宿　8月7日㈪午
前9時30分〜8日㈫午後0時30分〈1泊2日〉。
屋外プールでカヌー体験、少年の森で
キャンプ。市内在住･在学の小学3〜6
年生20人(抽選)。 費4600円。 申 7月10
日㈪〜16日㈰に来館で。
◆球技場親子スポーツデー　7月9日㈰
午前9時〜正午。キックターゲットほか。
小学生以下の子と保護者。
◆秋葉台文化体育館オープン教室　◎
バランスヨガ…☆7月3日〜31日毎週月
曜日(17日を除く)午前9時30分〜10時
45分。各日40人。☆7月1日〜29日毎週
土曜日午前10時〜11時。各日30人。◎
ボディシェイプ…☆7月4日〜25日毎週
火曜日(18日を除く)午前9時45分〜10
時45分☆7月5日㈬、12日㈬午前9時30
分〜10時50分。各日50人。◎エンジョ
イエアロ…7月1日〜29日毎週土曜日午
前11時30分〜午後0時30分。各日30人。
費1回300円。

秋葉台公園プール☎（88）1811
薨（88）0081

◆ハッスル水泳(早朝編Ⅱ)　7月25日㈫
〜8月1日㈫〈7月29日㈯、30日㈰を除く〉
午前7時50分〜9時、全6回。市内在住･
在学の小･中学生50人(抽選)。 費4800
円。申 6月30日㈮〜7月13日㈭に来館で。
◆飛び込み練習会　7月1日㈯、2日㈰、
4日㈫〜7日㈮、24日㈪〜28日㈮午前9
時30分〜10時30分、午後2時〜4時。25
ｍ泳げる小学生以上の方。※小学1〜3
年生は保護者同伴。指導者は付きませ
ん。費100円(入場料別途)。
◆秋葉台カヌーDay　7月10日、24日、
31日、8月14日、28日毎回月曜日午後5
時〜5時45分。※未就学児は保護者同
伴。費プール入場料。

トレーニングルーム
新規利用登録のお知らせ

　登録講座受講後、即日利用でき
ます。
　対象　 中学生以上で市内在住･

在勤･在学の方または茅
ヶ崎市･寒川町在住の方

　費用　 登録講座500円(中学生
200円)。通常利用は秩父
宮記念体育館500円(中学
生250円)、秋葉台文化体
育館･八部公園300円(中
学生100円)

　問い合わせ
　秩父宮記念体育館☎(22)5335、
薨(28)5749
　秋葉台文化体育館☎(88)1111、
薨(88)8687
　鵠沼運動施設事務所☎(36)1607、
薨(36)1754 検索
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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

申申

特 集
いつまでも生き生きと暮らすために
～ロコモティブシンドロームを予防しよう

　65歳以上の方が要介護状態になる原
因のうち、衰弱・転倒・骨折など運動
器の機能低下に関係するものが全体の
3割を占めています。
　生活にロコモティブシンドローム予
防を取り入れましょう。
　問い合わせ　地域包括ケアシステム
推進室☎内線3285、薨（50）8415

ロコモティブシンドローム（ロコモ）とは 若いうちから運動習慣を付けましょう

7つのロコチェック 講座に参加してみませんか

☆ロコモ予防チャレンジ講座

自分で取り組むロコモーション・トレーニング

☆ バランス能力をつける
　｢ 片足立ち ｣

☆下肢筋力をつける
　｢ スクワット ｣

参加者の声

ロコモの要因

　骨・関節・筋肉などの運動器のいずれか、あるいは複数に障がいが起こり、立ったり
歩いたりする機能が低下している状態のことを言います。進行すると介護が必要になる
リスクが高まります。

　骨や筋肉の量がピークを迎えるのは20〜30代です。骨や筋肉は適度な運動で刺激を与
え、適切に栄養を取ることで強く丈夫に維持されます。弱った骨や筋肉では、40・50
代で体の衰えを感じやすくなり、60代以降には思うように体を動かせなくなる可能性が
あります。
　筋肉や骨と同様に、軟骨や椎間板にも運動などで適正な負荷がかかることが必要です。
ただし、過度な運動や過体重で負担がかかり過ぎると、軟骨や椎間板が傷んでしまうこ
とがあるため注意が必要です。また痩せ過ぎると筋肉や骨は弱くなってしまいます。

　ロコモティブシンドロームに当てはまるか簡単にチェックしてみましょう。1つでも
当てはまる方は要注意です。

　市では、自宅で続けられる健康づくりを紹介しています。気軽にご参加ください。

　市内各所で開催している講座です。筋力やバランス能力などの簡単なチェックを行い
ながら、体力向上や転倒防止などについて学びます。
　とき・ところ　㋐7月6日㈭…石名坂温水プール、㋑7月24日㈪…明治公民館
　　　　　　　　ともに午後2時〜4時
　対象・定員　市内在住の65歳以上の方各20人（先着順）
　費　　用　無料
　申し込み　 6月15日㈭から電話またはファクスに講座名・開催日・住所・氏名・生年

月日・電話番号を書いて、㋐は（公財）藤沢市保健医療財団☎（88）6752、薨
（86）6065、㋑はセントラルフィットネスクラブ湘南ライフタウン店☎（87）
2553、薨（87）2554〈火曜日を除く午前10時〜午後3時〉へ

　問い合わせ
　地域包括ケアシステム推進室

　いつまでも生き生きと暮らせるよう、日頃から健康づくりに取り組み、いくつになっ
ても元気に生活しましょう。

　転倒しないようにつかまる物が
ある場所で、床に着かない程度に
片足を上げます。

　肩幅より少し広めに脚を広げて立ちます。
膝を足の人差し指の方向に向け、つま先より
前に出ないように注意しながら、お尻を後ろ
に引くように体を沈めます。

加齢による
筋力の低下 加齢による

バランス能力の低下運動器の障がい

　片足立ちで靴下が履けない
　家の中でつまずいたり滑ったりする
　階段を上がるのに手すりが必要である
　掃除機の使用や布団の上げ下ろしなど、
　家のやや重い仕事が困難である
　15分くらい続けて歩くことができない
　横断歩道を青信号で渡り切れない
　2kg 程度の重い物を持ち帰るのが困難である

　体を動かす以外にも、バランスの良い食事やお口の機能の保持、人との交流などが健康
づくりにつながります。

　※この他の講座など詳細は、11面の｢65歳からの健康づくり｣をご覧になるか、お問い合
わせください

　健康維持のために日常的にできる運動を習得した
いと思い、初めて参加してみました。同年代の方た
ちに囲まれて、久しぶりに体を動かすのは楽しかっ
たです。これからは日常生活の中でも、もっと運動
してみたいと思います。

　左右1分間
ずつ、1日3回
行いましょう。

　深呼吸をするペー
スで5〜6回繰り返し、
1日3回行いましょう。


