
ニュースポーツのデモンストレーション

★10回を目安に運動してみましょう。余裕があれば繰り返し行ってください。
★運動中に痛みが出た場合は無理をせず中止しましょう。

スポーツに関するご相談は関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすする 相談談談談談談談談談談

スポーツ推進委員へ

　腕を前に伸ばしながら息を最後ま
で吐き切る。お腹を縮めるように背
中を伸ばします。

　息をゆっくりと吸いながら、
肩甲骨を寄せるように腕を開き
ます。

体を前後に大きく動かし肩こり改善上半身

　地域のスポーツ・レクリエー
ション活動を支援するため、住
区住民会議とNPO法人目黒体
育協会からの推薦を受け、令和
２・３年度目黒区スポーツ推進
委員を右表のとおり委嘱しまし
た。
　スポーツ推進委員は、スポー
ツ事業の実施に関する指導・助言や実技の指導、スポーツに関す
る区民の皆さんや団体からの相談を受けています。相談を希望す
るかたは、スポーツ振興課計画指導係へご連絡ください。各地区
担当のスポーツ推進委員を紹介します。
問スポーツ振興課計画指導係　☎5722－9317

月号2020年発行／目黒区　編集／文化・スポーツ部オリンピック・パラリンピック推進課　〒153‒8573　目黒区上目黒 2ｰ19ｰ15
☎5722‒9361 FAX 5722‒9754　目黒区ホームページ　https://www.city.meguro.tokyo.jp/
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東京2020
パラリンピックまで

あと466 日

東京2020
オリンピックまで

あと434 日

　背筋を伸ばしたまま、膝がおへそ
の上にくるように片足を高く上げま
す。
　膝が外に開かないよう、内側に力
を入れながらまっすぐ上に上げます。

腹筋を鍛えよう下腹部

北部地区
駒 場 伊藤　道昭
菅 刈 本橋　隆行
東 山 永野千恵子
烏 森 井上　優美

東部地区
中 目 黒 三浦　英彦
田 道 永山　健一
下 目 黒 小林　千恵
不 動 調整中

中央地区住区
上 目 黒 大室寿民乃
油 面 田面　輝明
五 本 木 川北　雅夫
鷹 番 佐藤　竜郎

南部地区
月 光 原 今井　忠一

向 原 市川　雅行

碑 飛弾　拓治

原 町 新井　裕之

大岡山東 桑原　正文
西部地区

大岡山西 調整中

中 根 小川　貞徳

自由が丘 安田美州子

八 雲 村松美弥子

東 根 上野恵美子

（敬称略）
目黒体育協会

中田　啓一

阿部　ミヨ

島谷　広之

木村　　悟

菅野　弘一

岩﨑　安代

和野　美恵

榎本　繁雄

谷　　明男

小根澤光雄

齋藤　重夫

中園　末広

千葉　富定

福地　悦子

中村　　佑

佐瀬　陽子

小原　　章

杉本　幸二

東　　  誠

山本　知美

石原　容子

天野　聡士

指導風景（ストレッチ）

効果的なウォーミングアップについて研修中 他区のスポーツ推進委員との合同研修の様子

　背中をまっすぐに座り
ます。
　できるだけつま先を高
く上げ、膝を伸ばし５秒
キープします。

５秒キープで筋力アップ下半身

を紹介します①自 宅 運 動でできるでできる
　家でのストレッチや体操などで体を動かし、心身のリフレッシュを図り
ましょう！今月号は中央体育館に協力をいただきました。

問中央体育館　☎3714－9591　ふ3714－9540



目黒区のスポーツ施設
地区 体育施設名 所在地 電　話 FAX

北部 駒場体育館・駒場プール 〒153-0041 駒場2-19-39 3485－7761 3485－3926

東部 区民センター体育館・プール 〒153-0063 目黒2-4-36 3711－1139 3711－2594

中央
碑文谷体育館 〒152-0003 碑文谷6-12-43 3760－1941 3760－1943

五本木小学校屋内プール 〒153-0053 五本木2-24-3 3714－8511（ＦＡＸと共用）

南部
中央体育館 〒152-0002 目黒本町5-22-8 3714－9591 3714－9540

碑小学校屋内プール 〒152-0003 碑文谷1-18-14 3793－2606（ＦＡＸと共用）

西部

八雲体育館 〒152-0023 八雲1-1-1
　　　　　 めぐろ区民キャンパス内 5701ー2984 5701ー2985

緑ヶ丘小学校屋内プール 〒152-0034 緑が丘2-13-1 3718－3130 3723－8744

宮前公園庭球場 〒152-0023 八雲3-19-12 3723－3342 　　

その他 砧野球場・砧サッカー場 〒157-0067 世田谷区喜多見1-12-2 3415－2361 3415－7081

記事に特に記載がない場合

① イベント名など
② 郵便番号・住所
③ 氏名（ふりがな）
④ 電話・FAX番号
⑤ 年齢
⑥ 性別

●重複申し込み不可
●費用は無料
●対象者は原則、区内在住・
　在勤・在学者
●1人 1枚 1イベント・講座

〒153-8573
目黒区役所（住所記入不要）
スポーツ振興課◎◎◎◎係
は区のホームページから

申し込み可

申込先に
記載がない場合の宛て先

★イベントなどは新型コロナウイルス感染症対策のため、中止となる可能性があります。

イイ 情情 報報トトンンべべ ・・ せせらら知知おお

　呼吸法を用いたストレッチ、ヨガ
を用いた体幹トレーニングおよびタ
オルを用いたエクササイズによっ
て、体内から健康的に体質改善を図
ります。
日時 ６／29～８／31の（月）全
８回（７／６・８／10を除く）17：
30～18：30　会場　碑文谷体育館
２階談話コーナー　対象　18歳以上
定員　20人（抽選）　費用　１回500
円（保険料など）

講師　ボディメイクインストラクタ
ーＳＡＯＲＩ氏　持ち物　運動がで
きる服装（更衣室あり）、タオル、
飲み物、ヨガマット（貸し出しあ
り）など
申往復ハガキ・ＦＡＸ（申し込み
記入例①～⑤を記入）で、６／13
（土）（必着）までに、碑文谷体育
館へ
問碑文谷体育館
☎3760－1941　ふ3760－1943

　区では、各種スポーツ大会で優秀
な成績を収めた個人や団体を表彰
し、その功績を称えることで区民に
スポーツを奨励しています。該当す
る成績を収めた個人や団体がいまし
たら推薦ください。
表彰対象者　次のいずれかに該当
し、下表の大会で成績を収めた個人
または団体
▶ 目黒区在住・在学者（区立小・中
学校の児童・生徒は教育委員会が
表彰を行うため対象外）
▶ 主たる活動拠点が区内にあり、そ
のスポーツを職業にしていない個
人およびNPO法人目黒体育協会
加盟団体
対象となる大会・成績

大会区分 成績
オリンピック・パラリンピ
ック

８位以上

国際大会 ３位以上
全国大会・関東大会・東京
都大会 優勝

行政機関または日本スポーツ協会な
どが主催し、原則として予選や選抜
により選出された選手が出場する大
会が対象となります。詳しくは表彰
要綱（区ホームページに掲載）をご
覧いただくか、お問い合わせくださ
い
申成績が確定した翌日から１年以内
に、所定の推薦書と必要書類を、ス
ポーツ振興課管理係へ
問スポーツ振興課管理係　
☎5722－9690　ふ5722－9754 ● 参加には会員登録が必要です（NPO法人ス

ポルテ目黒クラブハウス窓口で受け付け）
URL http://www.sporte-meguro.com

　「いつでも、だれでも、いつまでも」を基
本に、スポーツに親しむことができる総合型
地域スポーツクラブです。
〒152-0003 碑文谷６-12-43
碑文谷体育館内　☎5768－0064
受付日時 月曜日の９：00～16：00と土曜日

の13：00～16：00（祝日は除く）

N P O 法 ス ル 目ポ テ 黒人

スポーツ施設の利用中止について
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためスポーツ施設の利
用を５／31（日）まで中止しています。受付時間も９：00～17：
00に変更しています。
　ご理解・ご協力をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、一人ひ
とりが不要不急の外出を自粛し、他者との接触を８割程度減らすこと
が必要とされています。
　一方で、身体的及び精神的な健康を維持する上では、運動するな
ど、体を動かすことが必要です。
　屋外で、ウオーキングやジョギングを行うかたが増えていますが、
ウオーキングやジョギングを行う場合は、感染防止のため次の点に留
意して行いましょう。

●マスクを着用する　●人混みを避けて、少人数で行う
●周囲の人となるべく距離をあける

ウオーキングやジョギングをウオーキングやジョギングを

周囲の人への思いやり周囲の人への思いやり（エチケット）（エチケット）

行う場合は行う場合は など、など、マスクの着用

をお願いしますをお願いします
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　日本の伝統ある武道で、多くのメ
ダリストを輩出した柔道を通じ、健
康づくりや体力づくりを始めてみま
せんか。
日時　毎週（火）・（金）（祝日を除
く）17：30～19：00　会場　第
一中学校　柔道室　対象　５歳以上
の未就学児・小学生・中学生（初心
者歓迎）　費用　年間1,000円（保険
料）　講師　目黒区柔道連盟指導員
申・問電話で目黒区柔道連盟へ
☎3712－8200

目黒区柔道教室　生徒募集

ＮＰＯ法人スポルテ目黒特別教室 かんたんトータルボディケアスポーツで優秀な成績を収めたかたを称えます 目黒区スポーツ表彰
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八雲体育館

〒152-0003 碑文谷6-12-43　☎3760－1941　ふ3760－1943碑文谷体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

幼児からのボール運動教室 ７／８～８／19の（水）全6回（８／12
を除く）

①  9：30～10：20
②10：30～11：20
③11：30～12：20

①②1歳と保護者
③2歳と保護者
（①～③保護者1人につきこども1人）

各15組 １組3,000
円 ６／20（土）

スタンダードヨガ ７／14～９／８の（火）全8回（８／11
を除く）

①  9：00～10：00
②10：20～11：20
③11：40～12：40

18歳以上 各18人 4,000円 ６／20（土）

キッズJポップダンス教室 ７／14～９／１の（火）全7回（８／11
を除く）

①16：00～16：50
②17：00～18：00

①5・6歳
②小学1・2年生 各15人 3,500円 ６／20（土）

初心者ジュニア野球体験教室 ７／21～８／25の（火）全5回（８／
11を除く） 16：30～17：30 小学生 30人 2,500円 ６／30（火）

初心者ジュニアソフトテニス教室 ７／28～８／１の（火～土）全5回 17：15～18：45 小・中学生 30人 2,500円 ６／30（火）

〒153-0041 駒場2-19-39　☎3485－7761　ふ3485－3926駒場体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

レディーステニス夏大会 6／22（月) 9：00～17：00 区内在住・在勤の女性ペア（学生は不可）
16チーム
（2人1チー

ム）
1チーム
1,000円 6／11（木）

初中級テニスワンポイントレッスン 7／4（土） 13：00～15：00 ①18歳以上②小学3～6年生
①40人
②12人 500円 5／28（木）

シェイプアップエアロ 7／6～9／14の（月）全10回（8／10
を除く） 10：00～11：00 16歳以上 50人 5,000円 6／  4（木）

はじめて太極拳 7／6～9／14の（月）全10回（8／10
を除く） 11：30～12：30 16歳以上 50人 5,000円 6／  8（月）

骨盤体操 7／6～9／14の（月）全10回（8／10
を除く） 13：00～14：00 16歳以上 50人 5,000円 6／11（木）

スローエアロビック 7／6～9／14の（月）全10回（8／10
を除く） 14：30～15：30 16歳以上 30人 5,000円 6／11（木）

キッズダンス 7／6～9／14の（月）全10回（8／10
を除く）

①16：00～17：00
②17：15～18：15

①小学1・2年生
②小学3～6年生 各27人 5,000円 6／  4（木）

パワーヨガ 7／6～9／14の（月）全10回（8／10
を除く） 19：30～20：30 16歳以上 40人 5,000円 6／  9（火）

リラックスヨガ 7／8～8／12の（水）全6回 19：30～20：30 16歳以上 14人 3,000円 6／  3（水）

キッズテニス 7／10～8／14の（金）全5回（7／24
を除く） 16：30～17：30 小学1～3年生 10人 2,500円 5／31（日）

月いち講座～コアコンディショニ
ング 7／11（土） 9：30～10：30 16歳以上 15人 無料 6／  4（木）

◆申し込みは、直接各体育館へハガキ・FAXまたは区ホームページにて行ってください
◆教室に関する問い合わせは、直接各体育館へご連絡ください
◆ハガキ・FAXで申し込む場合は、下記のスポーツ施設一覧と申し込み記入例をご覧ください　◆介助が必要なかたは介護者同伴です
◆先着を除き定員を上回った場合は抽選です　◆費用は保険料などを含みます　◆未就学児は保護者同伴です　◆申込期限は必着です

の体育館 スポーツ教室

最新の情報は区ホームページをご覧いただくか各イベントなどの問い合わせ先に確認ください。

〒153-0063 目黒2-4-36　☎3711－1139　ふ3711－2594区民センター体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

フットサル交流会 6／4～26の（木）・（金） 20：30～21：30 16歳以上 各24人
（先着） 1回500円 当日受付

（20：00～）
介護予防歩行機能向上教室
（ラララフィット） 6／10～7／29の（水）全8回 12：00～13：00 60歳以上 20人 4,000円 5／27（水）

バレエコンビネーション 6／13～7／18の（土）全6回 18：00～19：00 16歳以上 15人 3,000円 5／29（金）

フットサルゲーム会 7／5（日） ①  9：00～10：20
②10：30～11：50 16歳以上 各24人 500円 6／12（金）

わく楽リズムエクササイズ 7／7～28の（火）全4回 13：30～14：30 16歳以上 20人 2,000円 6／16（火）

小学生ドッジボール教室 7／7～28の（火）全4回 ①16：00～16：50
②17：10～18：00

①小学1・2年生
②小学3～6年生 各15人 2,000円 6／16（火）

　循環器医師や看護師による問診、安静時の心電図測定、その結果から運動負荷検
査を行い、今後の運動の進め方や留意点について医師や健康運動指導士がアドバイ
スをいたします。（お一人様概ね90分程度）

健康体力相談「メディカルチェック」
　八雲体育館では、これからスポーツやトレーニングを始めたいと思っている
未経験者から、既に始めている経験者まで、皆様の健康づくりを「メディカ
ル」「整形」「栄養」の分野でサポートしています。今回はその中の「メディカ
ルチェック」を紹介します。

　看護師による問診と身体測
定（身長、体重、血圧等）を
行います。

オリエンテーション

　問診後、安静時心電図の測定を行
います。この結果を受けて循環器医
師が運動負荷検査の実施の可否を判
断いたします。

安静時心電図の測定

　測定用のエルゴメーター
（自転車）を最長12分間こ
いで運動時の心臓にかかる
負担を測定します。

運動負荷検査

　測定した結果をもとに、不整脈の有無や理想的な運
動強度、今後の運動方法など、ご案内いたします。

結果説明及びカウンセリング

再開した場合はご利用ください

日　時 第１～３㈯①13：30～②14：40～③16：00～

費　用 無料

持ち物
運動のできる服装、屋内シューズ、タオル、
用意できるかたは過去１年以内の健康診断
（生活習慣病検診）等の結果、お薬手帳等

定　員 各２人（先着）
※体育館窓口または電話にて承ります

メディカルチェックとは

当日の流れ



　四つ這いから膝を外に開いていき、90度ぐらいまで開きます。
　ゆっくりとした呼吸にあわせておしりを前後に動かします。
※腰が反らないように注意

　肘を伸ばして、四つ這いになり、
頭を肘の中に入れながら息を吐き背
中を持ち上げます。ゆっくり元に戻
し、繰り返します。

問中央体育館　☎3714－9591　ふ3714－9540

★ 呼吸をゆっくりと気持ちよく、動ける範囲で行い
ましょう。

★ 運動中に痛みが出た場合は、無理をせず中止しま
しょう。

股関節（内転筋）のストレッチ
　四つ這いのままお尻を大きく
左右にまわします。

骨盤クルクル回し背中から腰にかけての
ストレッチ

▶親子水泳教室　水着、水泳キャップ、ゴーグル、タオル、ロッカー代100円（返却式）
▶ 着衣水泳体験会　洗濯済みの色落ちしない長そで・長ズボン、水着、水泳キャップ、ゴーグル、タ
オル、ロッカー代100円（返却式）

持ち物

種目 内容 時間 対象 定員 費用 申込期限

親子水泳教室
水慣れ・だるま浮
き・着地・ボビン
グ・けのびなど

11：00～
12：00

おむつの取れた３歳
以上の未就学児と保
護者（保護者１人に
つきこども１人）

20組
大人400円
高齢者・障害
のあるかた・
こども（中学
生以下）200
円

６/４（木）

着衣水泳体験会
服を着たままの浮き
方、泳ぎ方、救助法を
体験します

14：00～
16：00 小学生以上 16人 ６/11（木）

６月21日日　プール（２コース使用）

６月28日日　体育室

種目 内容 時間 対象 定員 費用 申込期限

みんなで
ミニバレー

ビニール製の柔らかく軽いボールを使い、1チーム4人でゲ
ームを行います。こどもや初めてのかたも楽しみながらプ
レーすることができます

9：00～12：00
小学生以上

40人
無料

６/10（水）

ニュースポーツ
フェスティバル

ミニバレー、ネオテニス、輪投げ、シャッフルボードを行
います 13：00～16：00 72人 ６/９（火）

ピラティス 身体が硬いかたや運動が苦手なかたも安心して参加できま
す。楽しみながら身体を動かしましょう！ 16：30～17：30 16歳以上 40人

（先着）

大人300円
高齢者・障害の
あるかた150円

当日受付
（16：10～）

６／21日・28日 駒場体育館駒場体育館

2020こ ま ば フ スェ タＨＰ

直接またはハガキ・ＦＡＸ（2面の申し込み記入例①～⑤を記入)で、駒場体育館へ。複数申し込み可申し込み 駒場体育館　☎3485－7761　ふ3485－3926問

持ち物 運動しやすい服装、タオル、屋内シューズ　※ピラティスは費用支払い後、2階で受け付けを行います

※新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる可能性があります。最新の情報は区ホームぺージをご覧いただくかお問い合わせください

を紹介します②（腰痛予防）自 宅 運 動でできるでできる
　腰痛の原因は人によって違い、症状も様々です。日頃から
運動で少しでも骨盤周りの動きを良くし、腰痛を予防するこ
とはできます。簡単な運動から実践してみましょう。

ミニバレー体験の様子
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環境にやさしい植物油インキを使用しています 古紙パルプは配合率70％再生紙を使用しています
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