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広報紙

相模原市 体 育 協 会 事 業

令和元年度

10月

12月

14日㈪ 体育の日

８日㈰

さがみはらスポーツフェスティバル
場 所 相模原ギオンスタジアム

下半期イベントカレンダー
16日㈰

相模原ロードレース大会
場 所 相模原ギオンスタジアム

第３回さがみはら健康スポーツ
イベント
場 所 相模原市体育館

25日㈮
スポーツセミナー
「今年の気象から考える今後の熱中症対策」
〜日ごろのスポーツ活動と東京オリンピック〜
場 所 ユニコムプラザさがみはら

11月

みんなでチャレンジ！
わくわくスポーツフェア
2019
場 所 小山公園

全国健康福祉祭（ねんりんピック）和歌山大
会選手派遣
場 所 和歌山県

９日㈯
津久井地域事業・ターゲット・
バードゴルフを始めよう！
場 所 津久井生涯学習センター広場

23日㈯〜25日㈪
銀河連邦交流事業・うちのうら銀河マラソン
大会選手派遣
場 所 鹿児島県肝付町

30日㈯
津久井地域事業・ふれあいウォーキング
場 所 津久井湖城山公園周辺

さがみはら健康マラソン大会
場 所 相模原ギオンスタジ
アム

未定
総合型地域スポーツクラブ PR 事業
場 所 各総合型地域スポーツクラブ活動場所

１月
１日㈬ 元日
さがみはら元旦マラソン大会
場 所 相模原ギオンスタジアム

８日㈬

８日㈮〜12日㈫

スポーツ功労者等表彰・田中仁スポーツ表彰
表彰式
場 所 産業会館

23日㈰

14日㈯

19日㈯

スポーツさがみはらは
スポーツ振興くじ助成を受けて作成しています

FAX 042-751-5545

３月
８日㈰

相模原市体育協会賀詞交換会
場 所 けやき会館

19日㈰
相模原駅伝競走大会
場 所 相模原ギオンスタジアム

26日㈰
銀河連邦交流事業・星のまちスピードスケー
ト親善大会選手派遣
場 所 長野県佐久市

２月

津久井地域事業・バウンドテニスを始めよう！
場 所 津久井生涯学習センター体育館

14日㈯
相模原クロスカントリー大会2020
場 所 相模原ギオンスタジアム

23日㈪
第21回相模原市民ゴルフ大会
場 所 相模原ゴルフクラブ

28日㈯

９日㈰

「スポーツさがみはら vol.61」発行

第74回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大
会選手等派遣
場 所 秦野市カルチャーパーク〜県立相
模湖公園

未定
スポーツネットワーク中学生セミナー
スポーツ講習会

topics

秋巡業
令和元年10月11日㈮
令和元年10月11日㈮に相模原ギオンアリーナ（総合体育館）におい
て19年ぶりに大相撲巡業が開催されることになりました。（主催は大
相撲相模原場所実行委員会、共催は公益財団法人相模原市体育協会）
相模原市では、過去４回（平成３年・８年・９年・12年）巡業を行
っておりますが、今回は19年ぶりの開催となります。
詳しくは主催の「大相撲相模原場所実行委員会」の HP をご覧下さ
い。
主催・問合せ

大相撲相模原場所実行委員会
ほ http://www.sumo-jungyo.jp/ ☎080・3752・7890

を 開催

スポーツコラム 12

初 め て の

監修：木場克己（こばかつみ）
有限会社コバメディカルジャパン、ＫＯＢ
Ａスポーツエンターテイメント株式会社代
表取締役、ＫＯＢＡ式体幹☆バランスライ
センス協会会長
一般社団法人ＪＡＰＡＮ体幹バランス指導
者協会理事
サッカー金﨑夢生選手、水泳、池江璃花子
選手、その他多くの競技のトップアスリー
ト、有名アーティストのパーソナルトレー
ニングを担当。体幹バランストレーニング
の第一人者。

体幹バランストレーニングⅫ
12回目となる今回は前回のインナートレーニングからアウターのトレーニングを行っていきま
す。背中からお尻を鍛える2種目をご紹介します。
しっかりとストレッチで体をほぐし、前回のインナートレーニング3種目から続けて実践してみ
て下さい。

中級編アウタートレーニング
バックキック

サイドレッグリフト

四つん這いになり背中側に足を引き上げることで背面に刺激を入れ、アウターの背中から
臀部を鍛えるトレーニング。インナーの脊柱起立筋への効果も期待出来るメニュー

横向きの姿勢で足を上下させることで側面を強化するトレーニング。
主に体幹の側面にターゲットを絞ったメニュー
①体を横向きにし、肘は肩の下に、骨盤
は床に着けた姿勢をとる。
上側の手は腰に

①肩の下に両肘を着いて四つん這いになります。

②①の姿勢から片脚をまっすぐ背中の延長線上に
上げていく。

②①の体勢から骨盤が傾かない様に意識
して太ももを付け根から動かすイメー
ジで足を上下させる。

NG

ＰＯＩＮＴ

腰に負担をかけない様に足は上げすぎない様に注意する。
骨盤をまっすぐ保つ。

回 数 ②の姿勢を５秒キープ／左右３〜５回

ＰＯＩＮＴ

回 数 左右20回

足を上げすぎて腰に負担がかかる

ウォーキングマップ第８弾

気軽 に ぶらり！

約6.5㎞

由野台中学校前

銀河アリーナ
サーティーフォー相模原球場

セブンイレブン

淵野辺公園

ウォーキングは、全身を使い、たくさんの酸素を体内に取り
松が丘二丁目

込む「有酸素運動」です。
誰でも、どこでも手軽に楽しめて、健康づくりに効果抜群！

松が丘園

ウイッツひばり球場

お腹と背中の筋肉で骨盤を安
定させて傾かない様にする。

ウォーキングマナーを守って、住まい周辺の良さを再発見し
てみませんか。
今回のコースは淵野辺公園〜相模原浄水場付近〜木もれびの

相模原球場前

森で、木陰の中を気持ち良く歩くことができるコースになって
います。
和泉短大入口

青山学院大学
緑が丘グラウンド

青葉

大野台四丁目

ファミリーマート
相模原市立
緑が丘中学校
一ノ原
セブンイレブン
507

大野台南テニスコート

相模原ゴルフクラブ

相模原浄水場
陽光台七丁目

れ
木も

木もれびの森

び
通り

神奈川県立麻溝台高

セブンイレブン

北里大学病院
相模原北里郵便局
ファミリーマート
北里大学正門

麻溝台入口

52
木もれびの森入口

麻溝台高前

相模原沈殿池

学校法人北里研究所
北里大学東病院

日産自動車相模原部品センター
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相 模 原市

スポーツ少年団

事

業

結

事 業 案 内
令和元年度下半期スポーツ少年団事業カレンダー

果

日 時
９月

大会名

場 所

８日
（日）

サッカー大会 [U −８ ]
（決勝日15日 ( 日 ))
指導者講習会

横山公園人工芝
グラウンド他
相模女子大学

６日（日）

バドミントン大会

北総合体育館

１日（日）〜

野球大会
10月 19日（土）〜
（決勝日11月10日(日))

第１回体力テスト

ソフトボール大会

期日 ５月11日（土）
会場 北総合体育館
参加 22団188名

期日
会場
参加
優勝

６月22日（土）
ウイッツひばり球場
２団24名
相模原フラワーズ

のこぎり や ま

水泳大会

26日
（土）

ハイキング

鋸山（千葉県）

期日 ８月10日（土）
会場 グリーンプール
参加 ４団124名
優勝 清新88水泳

３日（日）
９日（土）

ドッジボール大会
新体操大会

北公園スポーツ広場

10日
（日）

バレーボール大会

５月に行われたスポーツ少年団総会で令和元・２年度の役
員が近藤本部長・樋川副本部長・大澤副本部長に決まりまし
た。
また、総会の席上で、常任委員として25年・本部長とし
て10年以上相模原市スポーツ少年団に貢献された兒玉前本
部長に日本スポーツ少年団から感謝状が贈呈されました。永
い間ありがとうございました！

サッカー大会［U −10］
（決勝日12月８日(日))
サッカー大会
30日
（土）〜
［U −12・少女］
（決勝日12月８日(日))

３月

ハイキング予告！

22日
（土）

スポーツ交流事業

厚木市立荻野運動公園

23日
（日）

武道大会・少林寺拳法

相模原ギオンアリーナ

武道大会・柔道
武道大会・空手道
武道大会・剣道

相模原ギオンアリーナ

１日（日）

事業日未定

今年のスポーツ少年団ハイキングは10月26日㈯に開催されます！
場所は２年続けて行くことができなかった鋸山（千葉県）となります
迫力満点の「石切場跡」、
「地獄のぞき」で高所体験や地球がまるく
見える展望台など、驚きの連続をみんなで味わいましょう！

雨が降ったら…
荒天の場合はしながわ水族館見学となります。しながわ水族館のいき
ものたちに会いに行こう！

カラダすっきりフィットネス Vol.２

スキー講習会（２月頃開催予定）

スポーツ少年団とは？
「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する」
「スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる」
「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」
ことを目的に誕生した日本最大の青少年団体です。
スポーツをはじめ、野外・文化・社会活動などを通じて協
調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりのこころを
学びます。

腰痛の予防・緩和・改善へ

慢性的な腰痛の
主な要因

❶長年の悪い姿勢による筋肉の硬化 ❷運動不足等による筋力の低下
❸動作の偏りによる筋肉や関節の疲労

腰痛予防・改善体操の
ポイント

❶背骨のゆがみを正し、カラダの軸を整える
❷柔軟性を向上させ、関節の可動域をアップ
❸腹筋・背筋等、身体を支える筋肉を強化（腰への負担を緩和する）

（※他にも、体重増加や内臓疾患、精神ストレスからの腰痛も考えられます。）

背筋をピンと一本の鉛筆の
ように伸ばし、姿勢を良く保
つことで腰への負担を緩和し
ます。( ５〜10秒を目安 )

②ウェスト周りをねじるストレッチ
腰回り柔軟＆ウェストのシェイプアップ
左足を伸ばし、もう一方の
右足は膝を曲げて左足に掛け
る。左肘で曲げている右足の
膝を押すようにしながら上体
を ね じ る。( 左 右20〜30秒
を目安 )

脇腹ストレッチ
脇をよく伸ばして左右に曲
げて、背骨の骨格や周辺の筋
肉をしなやかに保ちましょ
う。（左右５〜10秒ずつ）

横山公園人工芝
グラウンド他

２月

８日
（日）

カラダまっすぐ12時体操

北総合体育館

11月 17日
（日）〜

兒 玉 前 本 部 長 へ 感 謝 状 贈 呈！

①良い姿勢をつくりましょう！

ウイッツひばり球場他

④背筋、お尻、太ももの筋力アップ
筋力強化と筋肉弛緩

③腰や背中の筋肉を柔らかく疲労回復

資料・監修
ヒラオカ

リョウ イ チ

平岡

亮一

日本体操研究所
健康運動指導士
プロフェッショナル
体操インストラクター
・男子新体操競技 全国準優勝（高等
学校）
・日本体育大学体操部（主将）世界体
操祭 最優秀チーム賞。大学卒業
後、海外及び全国各地で体操指導。
健康プロデューサー。
デスクワークや運動不足が続く
と、普段使われない筋肉が固くな
ったり、関節に局部的な負荷をか
け続けることで、その部位（腰や
肩など）に、姿勢のゆがみや痛み
が生じます。一日の疲れ（コリ）
を「体操」でほぐし、体（主に背
骨）のゆがみを整え、体を支える
筋力を向上させる運動を定期的に
行い、習慣化していきましょう。
左記の「体操」を継続し、腰の
痛みが緩和され、すっきり解消さ
れることを期待しています！

キャット＆ドッグの動作

①両手と両膝で体を支えあ
う姿勢（四這い）で、背
中を丸めてお腹をみる。

②背中を伸ばして腰を軽く
反らせる。
（それぞれ20秒
ずつ）

両膝を曲げて、足は軽く開く。お尻を床からなるべく
高く持ち上げ、「ギュッ」と締めます。腰を支える筋肉
群（お尻、太もも、お腹）を鍛えます。お尻を下ろし、
ゆっくり休みながら腰椎部の緊張、圧迫を緩和させ、リ
ラクゼーションします。（10〜20秒を目安）

※現時点で腰に強い痛みのある方や、医
師に運動を止められている方は、体調
が良くなってから徐々に体操をスター
トさせましょう。今回ご紹介する４つ
の体操を実践して、痛みが悪化するよ
うでしたら、その運動は中止するか回
数や頻度を減らしてください。その日
の体調や自分の体に合った運動を選択
し、無理のないように実施しましょう！

ラグビー・ワールドカップ

問題

（公財）相模原市体育協会マスコットキャラクターでおなじみの
すぽっちは何をモチーフにしたキャラクターでしょう。
ア すずめ

ヒント

イ ひばり

ウ はと

１ （公財）相模原市体育協会HPで「スポーツさがみはら51号」を観てね！
２ 相模原市の「〇〇〇放送」。

Ａコース「さがみ湖温泉
Ｂコース「Spa&Hotel

うるり」無料招待券５組10名
JNファミリー」無料招待券５組10名

Ｃコース「ファイテンショップ相模原駅ビル店酸素カプセル体験」

５組10名様
ご希望の方はハガキか E メールに、①クイズの回
答②希望コースと希望理由③住所④氏名⑤年代
（例：30代）⑥おもしろかった記事⑦本紙への
ご意見・ご感想を明記のうえご応募ください。
※当選者の発表は招待券の発送をもって代えさせていただ
きます。
※個人情報は、招待券の発送以外の用途では使用いたしま
せん。
※転売等により購入、譲渡されたチケットは無効とみなされる場合があります。

公益財団法人相模原市体育協会 広報紙係
応 募 先 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-23
けやき会館４階 E メール taikyo@jade.dti.ne.jp

応募締切 10月31日（木）
前回号の答え ㋑５羽

賛助会員募集‼
賛助会員からの会費は、相模原市のスポーツ振興
のため、活用させていただきます。
興味がある方、お申込みをご希望の方はホームページをご覧ください。

個人会員（１口）2,000円
家族会員（１口）4,000円
団体会員（１口）5,000円

ホームタウンチーム情報
SC相模原（相模原ギオンスタジアム会場）
10/ ６㈰13：00〜 VS アスルクラロ沼津
10/27㈰13：00〜 VS 藤枝ＭＹＦＣ
11/10㈰13：00〜 VS Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ横浜
11/24㈰13：00〜 VS ロアッソ熊本
12/ １㈰13：00〜 VS ＡＣ長野パルセイロ

ノジマステラ神奈川相模原（相模原ギオンスタジアム会場）
10/12㈯13：00〜 VS アルビレックス新潟レディース
10/26㈯13：00〜 VS 日体大ＦＩＥＬDＳ横浜

ノジマ相模原ライズ
10/ ６㈰17：00〜 VS オービックシーガルズ（富士通スタジアム川崎）
10/20㈰14：00〜 VS 東京ガスクリエイターズ（相模原ギオンスタジアム）
11/ ３㈰14：00〜 VS エレコム神戸ファイニーズ（横浜スタジアム）
11/17㈰15：00〜 VS オール三菱ライオンズ（富士通スタジアム川崎）

三
三菱重工相模原ダイナボアーズ
リーグ戦（１月〜開催予定）
※試合を一部抜粋して記載しております。詳しくは、各チーム又は、所属リーグホームページ等をご覧ください。

