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質の高い睡眠で 

免疫力向上 



質の高い睡眠で 

免疫力向上 

まだまだ新型コロナウイルスにより、この先の状況がわからないなか、 

自粛ムードも続き、やはり気になるのは健康面での問題・・・。 

4月・5月のハッスルパークでは「自宅でできるトレーニング」を紹介しましたが、 

今号は、自宅でもできるコロナウイルス予防策として、「睡眠」について紹介。 

この期間を利用して、前向きになり、しっかり健康的な体を作りましょう！ 

なぜ睡眠は重要なのか？ 

Why⁉ 

まず、健康のために必要なのは「成長ホルモン」です。 

成長ホルモンには、傷を修復したり、疲労回復を促し
てくれたり、様々な効果をもたらしてくれるのですが、 

この成長ホルモンが多く分泌されるのが、睡眠中とさ
れています。また、睡眠不足は免疫低下・自立神経
の乱れに繋がるので、しっかりとした睡眠が大切です。 

▼ 睡眠の種類 

レム睡眠 ノンレム睡眠 

・眠りが浅い 

・体は休んでいるが脳は 

 休んでいない 

・目覚めが良い 

・見た夢を覚えている 

・眠りが深い 

・体は少し緊張状態、 

 脳は休んでいる 

・目覚めが悪い 

・見た夢を覚えていない、不鮮明 

▼ 睡眠のリズム 
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時間 

就寝 起床 

レム睡眠 

ノンレム睡眠 

疲労が回復し、 

起床に向けて準備 

主に成長ホルモンはノンレム睡眠
の時に分泌される仕組みとなって
います。つまり、深い眠りをしっかり
確保する事が質の高い睡眠と言
えます。深い眠りと浅い眠りは交
互に繰り返され、1サイクル約90

分とされています。 

※上記リズムは一例です。睡眠リズムには睡眠時間など個人差があります。 

1サイクル 
約90分 【推奨睡眠時間】 

6~8 時間 

質の高い睡眠を妨げてしまうNG行動 

起きる時間前に 
目覚ましをセット 

二度寝防止などで起きる時間

の前に目覚ましが鳴るようにセッ

トしてしまうと、カラダに負荷が掛

かってしまうので要注意！ 

寝る前に携帯や 
テレビを見る 

携帯やテレビはつい見てしまいが

ちですが、目が冴えてしまい睡

眠不足を引き起こしてしまいま

す。寝る直前まで携帯やテレビ

を見る事は控えてみましょう。 

寝る直前に 
食事を摂る 

寝る直前の食事は、寝ている

間にも消化活動をし続けるので、

内臓が休んでいない状態です。 

就寝する2～3時間前には、食

事を済ませておきましょう。 

過度のアルコール
摂取 

アルコールは寝つきをよくする働

きがあるとされていますが、逆に

眠りを浅くする効果もあると言わ

れてます。アルコールは適度に

摂るようにしましょう。 

※寝溜めなどは逆効果になってしまうので、 

  適切な睡眠時間を確保するよう 

  心掛けましょう。 

BEER 

※NG行動は一部を抜粋して紹介しています。 



質の高い睡眠を取るために身に付けたい習慣 

湯船に浸かる 

ぬるま湯にゆっくり浸かる時間を

作るだけで、リラックス効果を得

られ、身体が温まっているので、

快適な眠りを誘ってくれます。 

ストレッチをする 

寝る前にストレッチをするだけで、

睡眠の質は大きく変わります。

体がほぐれ、血液の循環も良く

なるので、快適な眠りを実現で

きるはずです。長時間行う必要

もなく、難しいストレッチをする必

要もありません。 

太陽光を浴びる 生活サイクルを 
整える 

カーテンを閉めて寝ている方は

10㎜程度開けた状態で寝るよ

うにしましょう。太陽の光を浴び

ると脳は覚醒するとされ、体内

時計を調整する働きもあるので、

すっきり目覚めるには重要です。 

休みの日は2度寝、3度寝など

してしまいがちですが、生活サイ

クルの乱れは、寝不足を招いた

りしてしまうので、休みの日も普

段通りの起床時間・就寝時間

を設定しておきましょう。 

質の高い睡眠をするためには適度な運動も大切！ 
ウイルスに負けないために免疫力を高めましょう！ 

ウォーキング ・ ジョギング コース 

Walking ・ Jogging Course 

！ 屋外公園利用上の注意 

密集・密接 は避けましょう 

皆様の健康のためにも、適度な運動は大切ですが、 

利用される場合は最善の注意と感染防止にご協力お願いします。 

ウォーキング ジョギング 

2m 

5m 
10m 

◀ 利用される場合の間隔目安 

複数人がいる場所で運動したり、他の運動者から飛沫を受けない、 

自分が飛ばさないために十分な距離を取ってご利用下さい。 

常に周りに配慮した行動を心掛けましょう。 

▼ 総合スポーツセンターHPにて屋外公園混雑状況配信 

総合スポーツセンターのHPにて、日々時間帯別で混雑状況を配信しています。

少し体を動かしに行こうかな？と思った際には、一度HPを確認し、 

今は外で運動するべきかどうか判断するための参考としてご活用下さい。 

https://shisetsu.mizuno.jp/m-7503 

↓     ↓     ↓ HP 
リニューアル！ 

※身に付けたい習慣は一部を抜粋して紹介しています。 

5/29(金)をもって配信終了となりました。過去のデータが掲載中です。 



企画・発行・印刷：足立区総合スポーツセンター / 指定管理者：あだちの未来協創グループ 

6月スケジュール / Monthly Schedule 

足立区総合スポーツセンター 
〒121-0063  
東京都足立区東保木間2-27-1  
   03-3859-8211 /    03-3858-4497 

ハッスルパーク バックナンバー (2020.1月号～5月号) / Back Number 

HPにフルカラー電子版掲載中！ 
スポーツセンター館内に紙版も置いてます。 
設置されていないものは随時発行可能！ 
お気軽にスタッフまでお声掛け下さい！ 

※紙版はモノクロになります 

Back Number 

知りたい！が 
きっと見つかる 

2020年1月号 
3x3 Basketball 

スポーツセンター内にてバックナンバー配布中！ 

2020年2月号 
糖質との 

上手な付き合い方 

2020年3月号 
三世代アーチェリー特集 

アクセス / Access 

総スポ 都立 
渕江高 

花保小 

渕江 
第一小 

元渕江公園 
生物園 

石鍋 
幼稚園 

ドン・キホーテ 
竹の塚店 

TSUTAYA 
保木間店 

スポーツセンター 
テニスコート 

竹の塚 
警察署 

オリンピック 
保木間店 

保木間 
公園 

車
検
場
通
り

 

竹ノ塚駅 

六町駅 

Here ! 

TSUTAYA 
保木間店 

https://shisetsu.mizuno.jp/m-7503 

交通機関 

東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅東口 

東武バス  
①六町駅行・花畑車庫行(足立総合スポーツセンター経由) 
  足立総合スポーツセンター下車 徒歩1分 
②綾瀬駅行(六町駅・足立車検場経由) 
  南花畑下車 徒歩3分 
         

つくばエクスプレス 六町駅 

東武バス  
①竹ノ塚東口行(足立総合スポーツセンター経由) 
  足立総合スポーツセンター下車 徒歩1分 
②竹ノ塚東口行(六町駅・足立車検場経由) 
  東保木間下車 徒歩3分 
         

HP 

https://lin.ee/4sfQJipe5 

2020年5月号 
お家でからだを動かそう 

2020年4月号 
自宅でトレーニング 

日付 日付 主催

6/8　　(月) 休館日

6/20　(土) 無料公開日

6/24　(水) 利用者懇談会

日付

6/1   (月) 屋内施設20年8月分一般受付開始

6/23 (火) テニスコート20年7月分一般受付開始

6/24 (水) 野球・運動場20年7月分一般受付開始

6/25 (木) 屋外施設20年7月分電話受付開始

6/26 (金) 講座受付開始

※スケジュールは変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。

内容内容

内容

総スポ

大会

イベント

受付

大会・イベントの予定については現在未定です。


