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温水プールやトレーニング室のご案内のほか、令和2（2020）年度とちぎ健康づくり
センターで開催する「健康づくり講座」「レッスン」「体力測定」などの事業をご紹介します。

特　集

とちぎ健康の森フェス2020開催! !

さんぽ
あなたのライフスタイルに
合わせた健康づくりを
専門スタッフが応援します。

　　 2020年

6月6日（土）
10：00～15：00

健康度アップ！！

～令和2（2020）年度　県民の日協賛～

　今年度も「とちぎ健康の森フェス2020」の開催が決定いたしました。皆様のご来場を心よりお待ちして
おります。

　とちぎ健康の森では、オリジナルのビニールバッグ及びフェ
イスタオルを販売しています。とちまるくんのかわいいデザイ
ンがとても魅力的です♪
　とちぎ健康づくりセンターにて販売中です！（券売機で券を
購入し受付にて商品と引き換えいたします。）休業日の際は、健
康づくり課までお声がけください。

毎月第3日曜日は「家庭の日」です。
とちぎ健康づくりセンターでは、親子で楽しく運動できるよう、運動フロアを無料開放します。
是非、ご利用ください。

健康の森自然教室健康の森自然教室
ツリークライミング
草木染め、絵付け体験

ミニステージミニステージ
マロニエウインドオーケストラ
各種ダンス
ゆるキャラステージ　他
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関東バス駒生営業所

とちぎ健康の森
【交通機関】

※JR宇都宮駅から関東バス駒生営業所行（約25分）、
　「とちぎ健康の森」「リハビリテーションセンター」又は終点下車
※東武宇都宮駅から関東バス駒生営業所行（約20分）、
　「とちぎ健康の森」「リハビリテーションセンター」又は終点下車
※駒生営業所行のバスは「10番」と表示されています。

【お車をご利用の方】
※東北自動車道宇都宮インターから約15分
※　　 〃　　　鹿　沼インターから約20分

●発　行：令和2年3月
●編　集：社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会
　　　　　〒320-8503　宇都宮市駒生町3337ー1
　　　　　TEL  028ー623ー5858

案内板 検索とちぎ健康の森

とちぎ健康の森限
定!!

とちぎ健康の森限
定!!

日時

福祉機器展示コーナー
賛助会員展示コーナー
福祉機器展示コーナー
賛助会員展示コーナー 昔あそびコーナー昔あそびコーナー

ねんりんピック競技体験会ねんりんピック競技体験会
卓球、ソフトテニス、
グラウンド・ゴルフ、囲碁、将棋

健康づくり無料レッスン健康づくり無料レッスン

無料骨密度測定・健康相談無料骨密度測定・健康相談

記念講演記念講演
テーマ 「笑ってもっと元気に」

 〈笑いの健康学〉

みんなで健康づくり・生きがいづくり！

オリジナルグッズ販売中！オリジナルグッズ販売中！

令和２年度令和２年度 運動フロア無料開放運動フロア無料開放
毎月第３日曜日「家庭の日」毎月第３日曜日「家庭の日」

実施日

※都合により変更・中止する場合がございます。ホームページ等でご確認ください。

 4月19日（日） 5月17日（日） 6月21日（日） 7月19日（日）
 8月16日（日） 9月20日（日） 10月18日（日） 11月15日（日）
 12月20日（日） 1月17日（日） 2月21日（日） 3月21日（日）

時 間
対 象
受付方法

利用内容

13：00～ 16：3０
高校生以下を含む家族（高校生以下の方のみの利用は不可）
運動フロア入口で受付（当日12時 55分～）先着順　
1グループ1時間まで利用可
卓球（３台）、バドミントン又はソフトバレーボール（２面）
※ラケット・ボールは無料で貸出し致します。体育館シューズをお持ちください。

講師

藤井 敬三 先生

NPO法人「シニア大楽」理事長
日本笑い学会講師　日本成人病予防協会健康管理士

お問い合わせ先 健康づくり課 ※状況により中止する場合がございます。
　ホームページ等でご確認ください。

●火～土曜日　8：30～21：00
●日・月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合はその翌平日）、第４火曜日　8：30～17：00

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
お問い合わせ先

社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会　健康づくり課



筋力トレーニング　９種
有酸素運動機器　６種

という方には…自分のペースでトレーニングしたい！自分のペースでトレーニングしたい！

あなたの健康づくりを応援します！あなたの健康づくりを応援します！あなたの健康づくりを応援します！
保健師、管理栄養士、健康運動指導士等がみなさまの健康づくりをお手伝いします。

運動実践
メニュー作成

トレーニング室

体 力 測 定

温水プール
※16歳以上の方のみご利用いただけます。※４歳以上の方で、排泄が自律している方

　のみご利用いただけます。

※体力測定には1,100円の受検料が
　かかります。

あなたに合ったマシンで
思いきりトレーニング！

膝や腰への負担が少ないため、
安心して運動できます！

月会費なし！
利用ごとに２時間550円
だから安心！

自分の現在の体力を知り、その上で安全で
効果的な運動実践を始めましょう！
体力測定受検者は、後日、その方の体力や
目的に応じた運動実践メニューを作成す
ることができます。

「メタボを改善したい」「体脂肪率が気にな
る」「筋力をつけたい」など、その方の目的
に応じた運動実践メニューを作成します。
また、作成後は定期的な見直しを行います。

※ご利用の際は施設利用カードが
　必要です。施設利用講習を受講
　することでカードが取得でき
　　ます。

ウォーキングコース
スイムコース（25ｍ×5コース）

営業時間
●火～土曜日　午前9時30分～午後9時
●日曜日・祝日　午前9時30分～午後5時
休業日〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

健康増進施設

9：00～17：00
火曜日～土曜日（祝日、休業日を除く）

TEL 028-623-5566

①月曜日（祝日の場合は営業し、その翌平日）
②第４火曜日（祝日は営業）

という方には…
生活習慣病の予防・改善をしたい方に

これから運動をはじめたい方に

ランニング講座

食べて健康講座

これからの生活をイキイキと過ごしたい方に
アンチエイジング講座

身体を動かそう講座 親子講座

さまざまなテーマから
健康づくりに
ついて学びたい！

さまざまなテーマから
健康づくりに
ついて学びたい！

食生活について学びたい方に

【申込方法】

【予約時間】
【受 講 料】

電話または１階総合管理事務室健康づくり課で
お申込みください。
火～土曜日（休業日・祝日を除く）9:00～17:00
1,100円/１回
（施設利用カードをお持ちの方は550円/１回）

★講座の内容によっては別途材料費等がかかります。

心と体のメンテナンスをしたい方に
リラクゼーション講座

親子で健康について学びたい方に

講座は予約制です。

健康づくり講座

※親子講座は、小学生とその保護者等を対象としています。

施設利用カードの取得方法施設利用カードの取得方法

施設利用
カード取得

施設利用講習

施設ご利用の際には、施設利用カードが必要です。
カードを取得するには、施設利用講習を受けましょう！

電話予約

施設利用講習料金　大人：550円　小人：270円
　　　　　　　　　（※大人：16歳以上　小人：4歳～16歳未満）

区　　　分 内　　　　　容 料　　　　　　金

施設利用講習

健康づくり講座

体 力 測 定

施 設 利 用

レ ッ ス ン

施設利用講習 料金
　大人 550円
　小人 270円

利用料
　大人  550円/2時間
　小人  270円/2時間
※小人はプールのみの利用です。

料金：1,100円（16歳以上）

施設利用料金の中で参加できます。

料金：1,100円
※施設利用カードをお持ちの方は550円

発　行

温水プール
トレーニング室
ランニングデッキ
リラクゼーションルーム

体力測定

各種講座

各種レッスン

施設利用カード

健康づくりセンター利用のフローチャート施設を利用するには？

「正しいランニングを学びたい」「マ
ラソン大会の記録を更新したい」と
いう方におススメです。レベル分け
した２コースに分かれており、自分
のレベルや目標に合わせたコース
を選ぶことができます。

３・３講座～3か月で目指せ－3kg～

「健診でメタボを指摘された」
「最近腹囲が増えてきた」など、
メタボリックシンドロームを予
防・改善したいけど方法がわか
らない方におススメの全8回
コースです。

親子で音楽に合わせてカラダを動かし、運動の楽しさを感じること
で、日ごろの運動不足解消につなげます
さらに、子供の食生活についてのミニ講話もありますので、カラダ
を動かすことだけでなく、カラダをつくる「食べる」ことについても
見直しができます。
親子で楽しく参加して、ちょっぴり学ぶ盛りだくさん講座です。

食生活基礎編
生活改善の基礎知識である減塩
や野菜摂取量について、講話や調
理実習を通して学びます。「食生
活の基礎を学びたい方」「食生活
の改善点を見つけたい方」「減塩
を身につけたい方」などにおススメ
の全３回コースです。

クッキング編
生活習慣病予防をテーマに、食生
活を総合的に学べる講座です。
テーマに合わ
せた講話と調
理実習を組み
合わせて実施
します。

Neｗ!!

おスス
メ

※３・３講座は施設利用カードをお持ちの方のみ受講できます。

16歳以上の方で、施設利用カードを
お持ちでない方も受講できます！

メタボ予防・解消 及び 運動の習慣化
かんたんアクア 第1・3水曜日 14：00～14：45
モーニングアクア 第2・4金曜日 10：30～11：15
アクアシェイプ 第1～4木曜日 19：00～20：00
経ラインストレッチ 第2・4木曜日 14：00～14：45
自力整体 第1・3金曜日 10：30～11：45
ウエーブストレッチ 第1・3木曜日 15：00～15：45
にこにこエアロ 第1・3木曜日 14：00～14：45
骨盤体操 第1～3火曜日 14：30～15：30
ピラティス 第1～4金曜日 14：00～15：00
フィットネスダンスエクササイズ45 第1・3木曜日 10：30～11：15
フィットネスダンスエクササイズ60 第1・3水曜日 19：00～20：00
ZUMBA 第2・4水曜日 19：00～20：00
エンジョイ！エアロ 第2・4土曜日 10：30～11：30
バレトン 第2・4木曜日 10：30～11：30 レッスンに参加するには？

レッスン
お好みのレッスンを選び、楽しく気持ちのよい汗をかき
ましょう！レッスンは年間を通して開催している運
動コースです。※都合により日程を変更する場合があります。

という方には…

一人でのトレーニングに
飽きてきた…
一人でのトレーニングに
飽きてきた…

レッスンは施設利用カードをお持ちの16歳
以上の方のみご参加いただけます。
施設利用カードを取得するには、施設利用
講習を受けましょう！

ロコモ予防
コアトレ（火）
コアトレ（日）
ステップシェイプ

第1～3火曜日

第1・3日曜日

第1・3土曜日

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

リラクゼーション
ヨガ（朝）
ヨガ（夜）

第1～4水曜日

第1～4金曜日

10：30～11：45

19：00～20：00

検索とちぎ健康の森

【自宅でエクササイズ編】 【楽しくウォーキング編】



筋力トレーニング　９種
有酸素運動機器　６種

という方には…自分のペースでトレーニングしたい！自分のペースでトレーニングしたい！

あなたの健康づくりを応援します！あなたの健康づくりを応援します！あなたの健康づくりを応援します！
保健師、管理栄養士、健康運動指導士等がみなさまの健康づくりをお手伝いします。

運動実践
メニュー作成

トレーニング室

体 力 測 定

温水プール
※16歳以上の方のみご利用いただけます。※４歳以上の方で、排泄が自律している方

　のみご利用いただけます。

※体力測定には1,100円の受検料が
　かかります。

あなたに合ったマシンで
思いきりトレーニング！

膝や腰への負担が少ないため、
安心して運動できます！

月会費なし！
利用ごとに２時間550円
だから安心！

自分の現在の体力を知り、その上で安全で
効果的な運動実践を始めましょう！
体力測定受検者は、後日、その方の体力や
目的に応じた運動実践メニューを作成す
ることができます。

「メタボを改善したい」「体脂肪率が気にな
る」「筋力をつけたい」など、その方の目的
に応じた運動実践メニューを作成します。
また、作成後は定期的な見直しを行います。

※ご利用の際は施設利用カードが
　必要です。施設利用講習を受講
　することでカードが取得でき
　　ます。

ウォーキングコース
スイムコース（25ｍ×5コース）

営業時間
●火～土曜日　午前9時30分～午後9時
●日曜日・祝日　午前9時30分～午後5時
休業日〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

健康増進施設

9：00～17：00
火曜日～土曜日（祝日、休業日を除く）

TEL 028-623-5566

①月曜日（祝日の場合は営業し、その翌平日）
②第４火曜日（祝日は営業）

という方には…
生活習慣病の予防・改善をしたい方に

これから運動をはじめたい方に

ランニング講座

食べて健康講座

これからの生活をイキイキと過ごしたい方に
アンチエイジング講座

身体を動かそう講座 親子講座

さまざまなテーマから
健康づくりに
ついて学びたい！

さまざまなテーマから
健康づくりに
ついて学びたい！

食生活について学びたい方に

【申込方法】

【予約時間】
【受 講 料】

電話または１階総合管理事務室健康づくり課で
お申込みください。
火～土曜日（休業日・祝日を除く）9:00～17:00
1,100円/１回
（施設利用カードをお持ちの方は550円/１回）

★講座の内容によっては別途材料費等がかかります。

心と体のメンテナンスをしたい方に
リラクゼーション講座

親子で健康について学びたい方に

講座は予約制です。

健康づくり講座

※親子講座は、小学生とその保護者等を対象としています。

施設利用カードの取得方法施設利用カードの取得方法

施設利用
カード取得

施設利用講習

施設ご利用の際には、施設利用カードが必要です。
カードを取得するには、施設利用講習を受けましょう！

電話予約

施設利用講習料金　大人：550円　小人：270円
　　　　　　　　　（※大人：16歳以上　小人：4歳～16歳未満）

区　　　分 内　　　　　容 料　　　　　　金

施設利用講習

健康づくり講座

体 力 測 定

施 設 利 用

レ ッ ス ン

施設利用講習 料金
　大人 550円
　小人 270円

利用料
　大人  550円/2時間
　小人  270円/2時間
※小人はプールのみの利用です。

料金：1,100円（16歳以上）

施設利用料金の中で参加できます。

料金：1,100円
※施設利用カードをお持ちの方は550円

発　行

温水プール
トレーニング室
ランニングデッキ
リラクゼーションルーム

体力測定

各種講座

各種レッスン

施設利用カード

健康づくりセンター利用のフローチャート施設を利用するには？

「正しいランニングを学びたい」「マ
ラソン大会の記録を更新したい」と
いう方におススメです。レベル分け
した２コースに分かれており、自分
のレベルや目標に合わせたコース
を選ぶことができます。

３・３講座～3か月で目指せ－3kg～

「健診でメタボを指摘された」
「最近腹囲が増えてきた」など、
メタボリックシンドロームを予
防・改善したいけど方法がわか
らない方におススメの全8回
コースです。

親子で音楽に合わせてカラダを動かし、運動の楽しさを感じること
で、日ごろの運動不足解消につなげます
さらに、子供の食生活についてのミニ講話もありますので、カラダ
を動かすことだけでなく、カラダをつくる「食べる」ことについても
見直しができます。
親子で楽しく参加して、ちょっぴり学ぶ盛りだくさん講座です。

食生活基礎編
生活改善の基礎知識である減塩
や野菜摂取量について、講話や調
理実習を通して学びます。「食生
活の基礎を学びたい方」「食生活
の改善点を見つけたい方」「減塩
を身につけたい方」などにおススメ
の全３回コースです。

クッキング編
生活習慣病予防をテーマに、食生
活を総合的に学べる講座です。
テーマに合わ
せた講話と調
理実習を組み
合わせて実施
します。

Neｗ!!

おスス
メ

※３・３講座は施設利用カードをお持ちの方のみ受講できます。

16歳以上の方で、施設利用カードを
お持ちでない方も受講できます！

メタボ予防・解消 及び 運動の習慣化
かんたんアクア 第1・3水曜日 14：00～14：45
モーニングアクア 第2・4金曜日 10：30～11：15
アクアシェイプ 第1～4木曜日 19：00～20：00
経ラインストレッチ 第2・4木曜日 14：00～14：45
自力整体 第1・3金曜日 10：30～11：45
ウエーブストレッチ 第1・3木曜日 15：00～15：45
にこにこエアロ 第1・3木曜日 14：00～14：45
骨盤体操 第1～3火曜日 14：30～15：30
ピラティス 第1～4金曜日 14：00～15：00
フィットネスダンスエクササイズ45 第1・3木曜日 10：30～11：15
フィットネスダンスエクササイズ60 第1・3水曜日 19：00～20：00
ZUMBA 第2・4水曜日 19：00～20：00
エンジョイ！エアロ 第2・4土曜日 10：30～11：30
バレトン 第2・4木曜日 10：30～11：30 レッスンに参加するには？

レッスン
お好みのレッスンを選び、楽しく気持ちのよい汗をかき
ましょう！レッスンは年間を通して開催している運
動コースです。※都合により日程を変更する場合があります。

という方には…

一人でのトレーニングに
飽きてきた…
一人でのトレーニングに
飽きてきた…

レッスンは施設利用カードをお持ちの16歳
以上の方のみご参加いただけます。
施設利用カードを取得するには、施設利用
講習を受けましょう！

ロコモ予防
コアトレ（火）
コアトレ（日）
ステップシェイプ

第1～3火曜日

第1・3日曜日

第1・3土曜日

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

リラクゼーション
ヨガ（朝）
ヨガ（夜）

第1～4水曜日

第1～4金曜日

10：30～11：45

19：00～20：00

検索とちぎ健康の森

【自宅でエクササイズ編】 【楽しくウォーキング編】
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とちぎ健康の森とちぎ健康の森
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温水プールやトレーニング室のご案内のほか、令和2（2020）年度とちぎ健康づくり
センターで開催する「健康づくり講座」「レッスン」「体力測定」などの事業をご紹介します。

特　集

とちぎ健康の森フェス2020開催! !

さんぽ
あなたのライフスタイルに
合わせた健康づくりを
専門スタッフが応援します。

　　 2020年

6月6日（土）
10：00～15：00

健康度アップ！！

～令和2（2020）年度　県民の日協賛～

　今年度も「とちぎ健康の森フェス2020」の開催が決定いたしました。皆様のご来場を心よりお待ちして
おります。

　とちぎ健康の森では、オリジナルのビニールバッグ及びフェ
イスタオルを販売しています。とちまるくんのかわいいデザイ
ンがとても魅力的です♪
　とちぎ健康づくりセンターにて販売中です！（券売機で券を
購入し受付にて商品と引き換えいたします。）休業日の際は、健
康づくり課までお声がけください。

毎月第3日曜日は「家庭の日」です。
とちぎ健康づくりセンターでは、親子で楽しく運動できるよう、運動フロアを無料開放します。
是非、ご利用ください。

健康の森自然教室健康の森自然教室
ツリークライミング
草木染め、絵付け体験

ミニステージミニステージ
マロニエウインドオーケストラ
各種ダンス
ゆるキャラステージ　他
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関東バス駒生営業所

とちぎ健康の森
【交通機関】

※JR宇都宮駅から関東バス駒生営業所行（約25分）、
　「とちぎ健康の森」「リハビリテーションセンター」又は終点下車
※東武宇都宮駅から関東バス駒生営業所行（約20分）、
　「とちぎ健康の森」「リハビリテーションセンター」又は終点下車
※駒生営業所行のバスは「10番」と表示されています。

【お車をご利用の方】
※東北自動車道宇都宮インターから約15分
※　　 〃　　　鹿　沼インターから約20分

●発　行：令和2年3月
●編　集：社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会
　　　　　〒320-8503　宇都宮市駒生町3337ー1
　　　　　TEL  028ー623ー5858

案内板 検索とちぎ健康の森

とちぎ健康の森限
定!!

とちぎ健康の森限
定!!

日時

福祉機器展示コーナー
賛助会員展示コーナー
福祉機器展示コーナー
賛助会員展示コーナー 昔あそびコーナー昔あそびコーナー

ねんりんピック競技体験会ねんりんピック競技体験会
卓球、ソフトテニス、
グラウンド・ゴルフ、囲碁、将棋

健康づくり無料レッスン健康づくり無料レッスン

無料骨密度測定・健康相談無料骨密度測定・健康相談

記念講演記念講演
テーマ 「笑ってもっと元気に」

 〈笑いの健康学〉

みんなで健康づくり・生きがいづくり！

オリジナルグッズ販売中！オリジナルグッズ販売中！

令和２年度令和２年度 運動フロア無料開放運動フロア無料開放
毎月第３日曜日「家庭の日」毎月第３日曜日「家庭の日」

実施日

※都合により変更・中止する場合がございます。ホームページ等でご確認ください。

 4月19日（日） 5月17日（日） 6月21日（日） 7月19日（日）
 8月16日（日） 9月20日（日） 10月18日（日） 11月15日（日）
 12月20日（日） 1月17日（日） 2月21日（日） 3月21日（日）

時 間
対 象
受付方法

利用内容

13：00～ 16：3０
高校生以下を含む家族（高校生以下の方のみの利用は不可）
運動フロア入口で受付（当日12時 55分～）先着順　
1グループ1時間まで利用可
卓球（３台）、バドミントン又はソフトバレーボール（２面）
※ラケット・ボールは無料で貸出し致します。体育館シューズをお持ちください。

講師

藤井 敬三 先生

NPO法人「シニア大楽」理事長
日本笑い学会講師　日本成人病予防協会健康管理士

お問い合わせ先 健康づくり課 ※状況により中止する場合がございます。
　ホームページ等でご確認ください。

●火～土曜日　8：30～21：00
●日・月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合はその翌平日）、第４火曜日　8：30～17：00

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
お問い合わせ先

社会福祉法人　とちぎ健康福祉協会　健康づくり課


