
　ウオーキングは日々の生活の中で気軽にできる健康づくりの１つで
す。
　区では、区内の名所を楽しみながら安全安心にウオーキングができる
コースを掲載した「めぐろウォーキングマップ」を作成しています。
　新しい生活様式やウィズ・コロナの生活の中で、ウオーキングは運動
不足やストレスの解消など、気分をリフレッシュさせる効果がありま
す。このマップを活用し、気軽にウオーキングに取り組みましょう。
　四季の移ろいを感じながら歩いてみると、新たな発見があるかもしれ
ません。
※ ウオーキングをする際は３密を避けるなど、新型コロナウイルス感染防止に努め
ましょう

配布場所
総合庁舎（区政情報コーナー〈１F〉・健康推進課〈３F〉・
スポーツ振興課〈５F〉）、図書館、体育館、地区サービス事
務所、住区センター
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健康推進課健康づくり係　　　　☎5722－9586　ふ5722－9329 
スポーツ振興課スポーツ事業係　☎5722－9695　ふ5722－9754問 

を
配布しています！

めぐろをめぐる７コース（全域コースマップ）

めぐろウォーキングマップめぐろウォーキングマップ

第59回 目黒区体育祭 秋季大会
対　象

区内在住・在勤・在学者、ＮＰＯ
法人目黒体育協会の加盟団体に登
録・加盟しているかた

参加費

個人競技は100円から。団体競技
は１チーム1,000～8,000円。小・
中学生は原則半額。種目により、実
費や保険料が必要な場合あり

申 各体育館で配布の申込書（区ホームペー
ジから印刷可）と参加資格が確認できる
もの（運転免許証・健康保険証・学生証
など、またはそれらの写し）を、各体育
館へ（受付時間は９：00～21：00、申
込締切日は17：00まで）
　※詳細は各大会要項をご覧ください
問ＮＰＯ法人目黒体育協会
　☎5722－8088　ふ5734－1032
　９：00～16：45（土・日・祝日は除く）

種　目 対　象 開催日時 会　場 締切日

駅伝・ロード
レース

 小・中・
高・社

12／  ６  
（日） ９：00～

駒沢オリンピ
ック公園陸上
競技場

10／19（月）～
11／13（金）

サッカー 中

11／28
（土）

８：30～ 砧サッカー場 10／15（木）～11／13（金）12／  ５
  （土）

ゴルフ 社 11／11
（水） ８：20～

武蔵野ゴルフ
クラブ 八王
子市

10／15（木）～
11／１（日）

エアロビック 幼・小・
中・高・社

11／23
（月・祝）10：00～ 中央体育館 当日会場へ

健康体操 小・中・
高・社

11／  １ 
 （日） 13：00～ 区民センター体育館

10／15（木）～
23（金）

注： 幼=４～６歳程度、小＝小学生、中＝中学生、高＝高校生、
　　社＝社会人・大学生（スポーツの学生連盟加入者を除く）

TOKYOウオーク2020TOKYOウオーク2020
アプリウォーク開催のお知らせアプリウォーク開催のお知らせ
　都内３か所の魅力あふれるエリア
で、スマートフォンアプリを使用し、
期間内に各自のタイミングで気軽に街
歩きを楽しめるウオーキングイベント
です。
実施期間 10／31（土）～11／30（月）

費 用 無料

10／16（金）～11／21（土）申込期間
スポーツレガシーコース
1964→2020へ（目黒区・
世田谷区・渋谷区）ほか２
コース

コ ー ス

申公式ほhttps://www.tokyo-walk.jp/
問 東京都オリンピック・パラリンピッ
ク準備局スポーツ推進部事業推進課

　☎5320－7098

問駒場体育館　☎3485－7761　ふ3485－3926
　今回は筋トレの王道である腹筋とスクワットを紹介します。今月号は駒場体育館の協力で作成しました。　今回は筋トレの王道である腹筋とスクワットを紹介します。今月号は駒場体育館の協力で作成しました。

を紹介します⑥運 動でできる自 宅

★10回を目安に運動しましょう　
★運動中に痛みが出た場合は無理せず中止しましょう

背中を壁に預け離れないように壁と足の距離を調節
しながら行う

手を太ももに乗せ、
上半身を持ち上げる
際に膝へとスライド
させる

初心者向けメニュー

腹　

筋 ①床に仰向けになり、膝を立てて直角にする
②息を吐きながら、おへそをのぞきこむように上半身を持ち上げる
※腰が浮かないように！

ス
ク
ワ
ッ
ト

① 足を肩幅に広げ姿勢を正
し、まっすぐ立つ

② お尻を後ろに引きながら
太ももと床が平行になる
くらいまで腰を落とす

※ 膝がつま先より前に出ないよ
うに！

★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・変更になる場合があります
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◆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助者同伴です　◆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
〒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

初中級テニスワンポイントレッスン 11／21（土） 13：00～15：00 ①18歳以上②小学3～6年生
①40人
②12人 500円 10／28（水）

オリンピアンと泳ごう! 11／23（月・祝） 13：00～14：50 ①25m以上泳げる小学4年生～中学生②25m以上泳げる高校生以上
①16人
②8人 無料 11／16（月）

テニスクリニック
①ダブルスゲームを楽しもう
　（Ａ男性、Ｂ女性、Ｃシニア）
②ジュニアテニス大会
③親子で楽しむ簡単テニス
④苦手克服レッスン

11／23（月・祝）

①　  9：00～11：00
②　11：00～14：00
③Ⅰ11：15～12：15
　Ⅱ12：30～13：30
④　14：00～16：00

①18歳以上の経験者
②小学3～6年生の経験者
③4歳～小学2年生とその保護者
④16歳以上

①各12人
②12人
③各8組
④36人

無料 11／    9    （月）

骨盤調整ヨガ 11／23（月・祝） 13：30～14：30 16歳以上 20人 （先着） 無料 当日受付
（13：15～）

チア・ダンス 11／23（月・祝） 15：00～16：00 小学生以上 20人 （先着） 無料 当日受付
（14：45～）

〒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 11／5～27の（木）・（金）　 20：30～21：30 16歳以上 各20人（先着） 1回500円 当日受付
（19：50～）

マラソンチャレンジ教室② 11／14（土） 16：00～17：00 16歳以上 15人 500円 10／23（金）

こどもヒップホップ教室（木曜日） 11／26～3年1／21の（木）全8回
（12／31を除く）

①17：10～17：55
②18：05～18：50

①小学1・2年生
②小学3年生～中学生 各15人 4,000円 11／    5    （木）

キッズダンス基礎教室（金曜日） 11／27～3年1／22の（金）全8回
（1／1を除く） 16：00～16：45 4歳～小学1年生 15人 4,000円 11／    6    （金）

こどもヒップホップ教室（金曜日） 11／27～3年1／22の（金）全8回
（1／1を除く）

①16：55～17：40
②17：50～18：35

①小学1・2年生
②小学3～6年生 各15人 4,000円 11／    6    （金）

運動苦手種目チャレンジ教室 12／1～22の（火）全4回 17：00～17：50 小学1・2年生 15人 2,000円 11／10（火）
幼児体操教室 12／2～23の（水）全4回 16：00～16：45 4・5歳 15人 2,000円 11／11（水）

大人のための水泳教室 12／4～3年1／29の（金）全8回
（1／1を除く） 18：40～20：10 中学生以上 35人 4,000円 11／13（金）

介護予防歩行機能向上教室
（ラララフィット）

12／9～3年2／3の（水）全8回
（12／30を除く） 12：00～12：45 60歳以上 15人 4,000円 11／18（水）

健康スポーツセミナー 12／9（水） 15：00～15：45 16歳以上 15人 500円 11／18（水）

こども忍者教室 12／13（日） ①  9：00～10：20
②10：40～12：00

①4・5歳
②6歳～小学3年生 各30人 1,000円

（材料費込み） 11／20（金）

令和２年（2020年）10月15日 No.552

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

〒152-0023 八雲1-1-1めぐろ区民キャンパス内　☎5701－2984　ふ5701－2985八雲体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

プロテニス選手によるテニスクリニ
ック（会場：宮前公園庭球場） 11／8（日） ①15：00～15：55

②16：00～16：55
①小学生
②中学生以上 各20人 500円 10／31（土）

健康運動指導士による月イチ講座
マットで出来る疲労回復ストレッチ

①11／12（木）
②11／13（金）

①19：30～21：00
②  9：30～11：00

①16歳～概ね59歳　
②概ね60歳以上 各5人 500円 11／    5    （木）

健康体力相談
健康運動指導士によるお悩み相談
（ひとり30分程度）

11／18（水）
①  9：30～10：00
②10：30～11：00
③11：30～12：00

16歳以上（新規受講者優先） 各1人
（先着順） 無料 当日まで

（電話・窓口受付）

健康講座
基礎からのランニング教室 11／22（日） 19：30～21：00 16歳以上 30人 500円 11／14（土）

栄養講座
免疫アップでコロナ予防～ハーブ&
スパイスで代謝アップ! 

11／28（土） 14：30～15：30 16歳以上 5人 無料 11／21（土）

〒152-0002 目黒本町5-22-8　☎3714－9591　ふ3714－9540中央体育館ＨＰ
教室名など 日　程 時　間 対　象 定　員 費　用 申込期限

フランクリンメソッドによる講習会 11／26（木） 19：00～20：00 高校生以上 16人 500円 11／13（金）

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


