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 今年は雪がよく降り、寒い日々が続きました。少し暖かくなって安心していたら、また雪！！

本当によく降りますね。しかし気がつけば３月です。関東では、春一番が吹いたそうです。いよいよ暖

かくなりそうですね。３月は、「弥生（やよい）」と言い、「草木がいよいよ生い茂る月」という意味

だそうです。ひな祭りもあり、桜も含めて花が咲きだす季節ですね。桜と言えば、お団子。。。だけで

なく入学式もありますね。幼稚園、保育園に入園するお子様もおられれば、小学校、中学校に進学する

お子様もおられます。なにかとバタバタとする月でもあります。バタバタすると疲れたり、入園、進学

等で環境が変わることでストレスを感じ、体調を崩されるお子様も多いと思います。こんな時期だから

こそコジャックに来て運動することをお勧め致します。ストレス解消に、頭の回転をよ

くするためにも、またプールは湿度が高いので、花粉も飛びにくい状態です。花粉症の

お子様もプールなら元気に運動ができると思います。今まで通ってきた慣れたコジャッ

クなら、学年が変わっても学校が変わってもいつもと同じお友達、コーチがいます。も

ちろん中学になってもコジャックに通って頂けます。現在、中学生で通われているお子

様もおられます。４月からもコジャックで運動し、健全な体と心を育て、勉強にスポー

ツに頑張って下さい。  

    

    

１０級以上（４泳法泳げる）を取得しているお子様に体験会

の手紙を配布しております。練習内容などに不安がある方は

一度体験をお勧めします。まずは、お試しを！ 

 

 【選手育成クラス（練習は週３回）】 

  体験会は、火曜日～金曜日の１８時～１９時３０分となっております。体験会は、火曜日～金曜日の１８時～１９時３０分となっております。体験会は、火曜日～金曜日の１８時～１９時３０分となっております。体験会は、火曜日～金曜日の１８時～１９時３０分となっております。 

  ・練習日：火曜日～金曜日 １８時～１９時３０分 土曜日；１５時～１７時 

２月１２日（日）に箱館山スキー場へ日帰りスキー

体験に行ってきました。２００ｃｍの雪が積もり、

大雪が降る中での実施となりましたが、参加してく

れた３８人の子ども達は怪我なく楽し

くスキーをすることが出来ました。ほ

とんどのお友達が、スキーは初めてで

したが「また、スキーに行きたい」と

言ってもらうことができ、良い体験に

なったと思います。次回は、「春休

みスキーキャンプ」になります。皆

様のご参加をお待ちしております！ 

野外担当 

松林 則成 

コーチ 

所長代理 

渡邉 誠人 

４月組より幼児体操クラスの増設が決定致しました。幼児期から体操で身体を動かす 

ことは、１２歳で神経系の発達がピークになることを考えると３歳～４歳くらいから 

運動を行うことが非常に大切です。身体を支える筋肉の発達やバランス感覚、巧緻性 

の発達は促され、将来様々なスポーツに生かされます。また、丈夫な身体と心の成長 

は子どもの発育にとって最も重要です。この機会に水泳と体操のセットクラスをご検 

討ください。 

 

 

 

 

 
幼児クラスは現在（水）１５：００～１６：００、（土）１０：００～１１：００で実施中！ 

 

２月１９日（日）に皇子山プールにてＪＯ

Ｃジュニアオリンピック春季大会、ラク

タブドーム（旧なみはやドーム）にて

2017報知ジュニアフェスティバル水泳

競技大会に出場しました。当クラブから

は、選手育成クラスから１３名のお子様

が参加し、１位が３名、２位が４名、３位

が２名とそれぞれ入賞しました。 

 

報知ジュニアでは、ゲストに岩崎恭子さ

ん（元バルセロナオリンピック２００ｍ

平泳ぎ金メダリスト）が来られて、模範泳

法や、ワンポイントレッスン、また子供た

ちと一緒に水中ゲーム大会をしたりと競

技以外でも楽しい大会でした。 

末永清夏 小６  50ｍ背泳ぎ  ２位 

上原心結 小5   50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ２位 

森 唯名 小4   25ｍ背泳ぎ  ２位 

松井咲樹 小4   25ｍ背泳ぎ  ３位 

山本彪志 小4   50ｍ平泳ぎ  １位 

山本彪志 小4 100ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 3位 

武田憲史 小4   25ｍ平泳ぎ  １位   

上原瑛太 小3   50ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  １位 

上原瑛太 小3   50ｍ自由形   2位 

手続き締切日手続き締切日手続き締切日手続き締切日    

☆３月２５日（土）まで 

  4月休会、コース変更、3月末退会、 

☆４月２５日（火）まで 

  5月休会、コース変更、4月末退会、 

★４月会費引落日… ３月３１日（金） 

★５月会費引落日… ５月 １日（月） 

振替振替振替振替    

☆ ２月組振替… ３月１０日（金）まで 

☆ ３月組振替… ４月 ７日（金）まで 
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３ 月…３月４日（土）～３月３１日（金）

振替…翌月 ４月９日（日）まで

４月…４月1日（土）～４月２８日（金）

振替…５月６日（土）まで
子供たちは音楽に合わせて身体を動かすのが大好き！この、体験教室はダンスを始める

子供たちのクラスなので、同じレベルで学ぶことができます。 

ぜひこの教室でダンスの基礎から学んでいきましょう。 

 

【開催期間】３月４日・１１日・１８日・２５日 毎週土曜日４回 

【時  間】１３：００～１４：００ 

【対  象】年長～小学２年生 

【指  導】南 珠貴コーチ 

【会  費】６，４８０円 プール・体操会員の方は５００円引き 

      （３月３日までのお申込みで早期割引もあり） 

【持 ち  物】運動しやすい服装、上履き、飲料 

ダンス担当 

南コーチ 
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何事にも気合が大切！「やる気スイッチ」とは『さあ、がんばるぞ』と気合を入れる

時、場面のことです。運動する際の皆様の「やる気スイッチ」はどこで起きますか？ 

コジャックに向かう道中？チェックインのとき？ジムに入ったとき？マシンについたと

き？人によって「さあがんばるぞ」と気合を入れるときは様々だと思いますが、私が運

動を行うときはシューズを履いているとき！もちろんそれ以外にも重たいウエイトを挙

げる時にもスイッチが入ります。あるスタッフはストレッチをして身体を

温めているときにだんだんとやる気モードに入るそうです。 

でもこのスイッチ、自分で入れるしかないのでしょうか？ 

そんなことはありません！どのように体を改善したいのか、また身体づくりを行って

いきたいのか、ぜひお近くのスタッフにご相談ください。１年後の自分の変化を目標

にモチベーションを上げることでやる気スイッチが入りやすくなります。マンネリ化

しやすいトレーニング法の改善にもなりますのでぜひご相談ください。 

所 長 

井上 茂明 

トレーニングジム内でのトレーニング中による携帯電話の使用は

大変危険ですので、ご遠慮願いますようにお願い致します。また携

帯電話による通話は、他の会員様のご迷惑にならないようにフロ

ント周辺（１Fロビー）でして頂きますようにお願い致します。皆

様のご協力をお願い致します。 

皆様がプールで頑張って泳がれている姿をよくお見かけします。それは、

レッスンに参加されたり個人で泳がれたり様々な形かと思いますが、せっか

く泳げるようになったのであればその成果が欲しいと思いませんか？その一

つが「マスターズ水泳」です。「私には無理…」「速く泳げないし…」とい

う事をお聞きしますが、そんなことはありません。もちろん、競争を目的と

されている方もいらっしゃいますが、まずは水泳を生涯楽しんで頂きたいと

いう想いがあります。水泳を「運動」ではなく「スポーツ」としていくため

に、ぜひ私達と共にマスターズ競技会に出場しましょう！ 

動きはシンプルですが、腕の動きをプラスして脳の活性化を図りながら、心肺機

能を高めていきます。エアロビクスは有酸素運動の代表的なプログラムです。有

酸素運動を行うことで、悪玉コレステロールの低下、善玉コレステロールの増

加、心臓の筋肉が強くなることによる、血液の拍出量の増加、

それによる血圧の安定、体重増の抑制、心疾患、がん、糖尿病

リスクの低下と身体に良い効果満載です。この機会に頭と身体

を使って色々な動きにチャレンジしてみませんか？楽しく、い

い汗をかきましょう！皆様の参加をお待ちしています。 

 

いつでもどこでも、手軽にタンパク質を補給できるのが『ウイダーinバープロテイン』です。 

おすすめの摂取タイミングは、活動中の間食や、運動後のタンパク質補給です。新商品で歯ごたえたっぷ

りのグラノーラ（１７０円）グラノーラ（１７０円）グラノーラ（１７０円）グラノーラ（１７０円）と、腹持ちの良いベイクドチョコ（１５０円）ベイクドチョコ（１５０円）ベイクドチョコ（１５０円）ベイクドチョコ（１５０円）を入荷致します。

グラノーラは、身体を気にする人、脂肪を気にする人の栄養補給、高タンパク低脂肪で１００キロカロ

リーを実現しました。他の栄養バランス食品では、実現できない低脂肪のバー食品です。ベイクドチョコ

も、仕事後半の小腹満たしや、運動後の身体のケアにオススメです。夕方の集中力が切れたときや、一息

つきたいときに、しっかりと腹持ちができます。また、運動後に身体のエネ

ルギーが枯渇しているときにもオススメです。 

プロテインとは…プロテインとは…プロテインとは…プロテインとは…    

プロテインは日本語にすると「たんぱく質」という意味です。たんぱく質は

三大栄養素のひとつで肉や魚、大豆などにも含まれている食品です。このた

んぱく質は身体を作っている成分の中で「水」に次ぐ多い成分で、皮膚や

爪、髪の毛や内臓など身体の重要な組織を作るための主な材料です。運動後

に枯渇するたんぱく質を補給するイメージが強いですが、普段から摂取しな

ければならない栄養素なんですね。だからいつでも補給できるこのプロテイ

ンバーで身体をいたわっていきましょう。 

日 程：６月１１日（日）６月１１日（日）６月１１日（日）６月１１日（日）    
会 場：門真スポーツセンター門真スポーツセンター門真スポーツセンター門真スポーツセンター 

    （サブプール） 

参加料：３,５００円（２種目まで） 

    プログラム付 

    （別途個人登録が必要） 

締 切：３月２９日（水） 

お問い合わせはフロントまで 

昨年１０月に開催され、９位と

健闘した「ＴＥＡＭ ＫＯＪＡ

Ｋ」ですが、今回はそれ以上の

入賞を狙っています。参加資格

は、２５ｍ泳ぐことが出来る方

です。泳ぎのスピードは問いま

せん。みんなで楽しく盛り上が

りましょう！ 

担 当 

伊藤コーチ 

筋トレで大切なことの一つに回数があります。回数の中でも大切なのはＲＭ(repetition maximum)と

いって、ある決まった重さに対して何回反復して間接運動を行うことができるかによって運動強度（重

さ）を決める方法です。1回が限界の負荷を１ＲＭ、最高5回繰り返せる負荷を５ＲＭといいます。 

この運動強度でどのような身体を作るかが決まってきます。 

およそ 1～ 4ＲＭ では筋力、瞬発力 強化 

    5～12ＲＭ では筋肥大、代謝量 強化 

    13～20ＲＭ では筋持久力 強化の期待ができます。 

つまり、パワーもつけたいが見た目にも筋力をアップしたいという場合は５～１２ＲＭで、4ＲＭ以下で

はあまり筋肥大は期待できないということがわかります。逆に持久力をつけたい場合は１５ＲＭ以上の

強度が必要ですが、30ＲＭや４０ＲＭではその効果もあまり期待できません。 

女性で身体を引き締めたいが筋肉はつけたくない場合は２０ＲＭを目標にトレーニングしましょう。 

（２０ＲＭは20回しかできない重さでのトレーニングになりますので結構きつい） 

できればそれを２～３セット行えばＯＫ！1年後の自分を想像してがんばりましょう！ 


