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●東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅東口から 
  ①六町駅行き 足立総合スポーツセンター下車 
  ②綾瀬駅行き 南花畑下車 
 
●つくばエクスプレス 六町駅から 
  竹ノ塚駅東口行き 足立総合スポーツセンター下車 

アクセス / Access 

Adachi General Sports Center Free Paper 

  ミズノ 足立区総合スポーツセンター 

HP：https://www.mizuno.jp/facility/tokyo/adachi.aspx 

2月スケジュール / Monthly Schedule アスレチックルーム / Athletic Room 

総スポアスレチックルーム 

3つの魅力 

1. マシンの充実度No.1！ 
2. フリーウェイト設備No.1！ 
3. 広さ、解放感No.1！ 

【営業時間】 9:00～21:00 【料金】 300円 / 1回 
※利用には最低2回の講習が必要です(予約制) 

区内の 
公共施設では 

【利用までの流れ】 ！ 

○新規講習・TAの定員は4名です。必ず事前に連絡し、確認してください。 

○個人トレーニングを行うためには必ず2回の講習(新規講習・TA/各1回)が必要となります。 

○登録より1年間利用がなかった場合、自動的に登録抹消となり、再登録が必要となります。 

  ※定期的に利用されている場合(1年間に1回でも利用)は、自動更新されます。 

注意点 

TEL 
新規講習・TA 
空き状況確認 

予約 

新規 
講習 

器具の説明等 

TA 
トレーニング 
アドバイス 

個人 
トレーニング 
開始！ 

講習1回目
終了 

講習2回目
終了 

総スポ 予約 完了 

公共施設のトレーニングジムだから、登録料や月会費は不要！ 
自分のライフスタイルに合わせて運動ができる！ 

〒121-0063 足立区東保木間2-27-1 
 
TEL:03-3859-8211  FAX:03-3858-4497 

ハッスルパーク バックナンバー (2019.4月～2020.1月号) / Back Number 

2019年1月号 
小学生合気道 

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 
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 1979 

2019年2月号 
生活にプロテインを取り入れよう 

2019年3月号 
小学生スクール特集 

2019年4月号 
ジムを利用したくなる7の魅力 

2019年5月号 
総合スポーツセンター 

40周年 

2019年6月号 
女性のための 
Futsal入門 

2019年7月号 
小学生夏休み 

Sports Week !! 

Back Number 

2019年8月号 
目的に合ったサプリの選び方 

2019年9月号 
屋外施設リニューアル 

2019年10月号 
筋肉メシを食べよう！ 

2019年11月号 
親子トランポリン 

知りたい！が 
きっと見つかる 

2019年12月号 
冬に負けない体調管理 

2020年1月号 
3x3 Basketball 

“糖質” 
との上手な付き合い方 

日付 日付 主催

2/10 　(月) 休館日 2/1  　(土) 障がい者バドミントン大会

2/15 　(土) 無料公開日 2/1  　(土) 小学校サッカー大会　(予備日)

2/26 　(水) 利用者懇談会 2/2　　(日) 障がい者スポーツフェスティバル

2/2　　(日) 【ソフトテニス連盟】 ジュニアソフトテニス大会女子の部　(予備日)

日付 2/8　　(土)　 【卓球連盟】 第1回足立区小中学生オープン卓球大会

2/1   (土) 屋内施設20年4月分一般受付開始 2/9　　(日) 【バスケットボール連盟】 区民大会　(中学生)

2/1   (土) 屋外施設20年3月分抽選申込用紙受付開始 2/9　　(日) 【ソフトテニス連盟】 ソフトテニスクラブ対抗戦大会

2/7   (金) 屋外施設20年3月分抽選申込用紙受付締切 2/9　　(日) 【サッカー協会】 4年生大会決勝トーナメント

2/11 (火) 屋外施設20年3月分当選者受付開始 (～19日) 2/11　(火) 地区少連協　ドッヂビー大会

2/23 (日) テニスコート20年3月分一般受付開始 2/11　(火) 【テニス協会】 足立カップⅡ団体戦トーナメント

2/24 (月) 野球・運動場20年3月分一般受付開始 2/15　(土) あだちスポーツチャレンジ　佐藤久夫先生の講演会・クリニック

2/25 (火) 屋外施設20年3月分電話受付開始 2/16　(日) 【ダンススポーツ連盟】 足立区民ダンススポーツ大会

2/26 (水) 講座受付開始 2/16　(日) 【テニス協会】 足立カップⅡ団体戦　(予備日)

※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。 2/22　(土) 【千住ウエスト】 バレーボール大会

2/23　(日) 【バドミントン協会】 60周年記念大会

2/23　(日) 【ソフトテニス連盟】 ソフトテニスクラブ対抗戦大会　(予備日)

2/24　(月) 第39回新春チャンピオン大会

2/29　(土) 東京都車椅子バスケットボール大会

内容内容

内容

受付
大会

イベント

総スポ

TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211


【営業時間】 9:00～21:00 【料金】 300円 / 1回 
※利用には最低2回の講習が必要です(予約制) 

区内の 
公共施設で 

利用までの流れ - Flow to use - 

！ 

  ●新規講習・TAの定員は4名です。必ず事前に連絡し、確認してください。 

  ●個人トレーニングを行うためには必ず2回の講習(新規講習・TA/各1回)が必要となります。 

  ●登録より1年間利用がなかった場合、自動的に登録抹消となり、再登録が必要となります。 

   ※定期的に利用されている場合(1年間に1回でも利用)は、自動更新されます。 

TEL 
新規講習・TA 
空き状況確認 

予約 

新規 
講習 

器具の説明等 

TA 
トレーニング 
アドバイス 

個人 
トレーニング 
開始！ 

講習1回目
終了 

講習2回目
終了 

総スポ 予約 完了 

公共施設のトレーニングジムだから、登録料や月会費は不要！ 
自分のライフスタイルに合わせて運動ができる！ 

Athletic Room 

マシンの充実度No.1！ 
フリーウェイト設備No.1！ 
広さ、解放感No.1！ 

1 

2 

3 

糖 質 との上手な付き合い方 
三大栄養素の1つでもある“糖質”(炭水化物)。生きるためには重要となる栄養素ですが、賢く摂らなければ、 

かえってマイナス要素にもなってしまいます。「“糖”は摂ってはいけない」、「“糖”は悪いものだ」などの認識も広まってしまっ
ていますが、それも実は間違った知識です。そこで今号では、上手に「糖質」と付き合っていく方法を紹介します。 

炭水化物 

糖質 

糖類 

食物繊維 

・でんぷん 
・オリゴ糖 など 

・砂糖 
・はちみつ など 

「糖質」と「糖分」は一緒？ 

①糖質＝炭水化物-食物繊維 ②糖類は糖質の一部 

糖質は炭水化物から食物繊維を除いた

ものと定められています。糖質とは体内で

吸収され日々の活動で消費する「エネル

ギーの元」となる大切な栄養素です。 

糖類は糖質の一部となります。 

「糖」と聞いて思い浮かぶ砂糖や、 

はちみつの主成分は糖類と分類されます。 

言葉が似ているので一緒と思われがちですが、実は少し違います！ 

< 糖質が多い食品の例 > 

ここが違う 
① 

糖質と上手に 
付き合うポイント 

ここが違う 
② 

食物繊維の多い食材を食べる 

食物繊維を多く含んでいる食材 

穀類 玄米、とうもろこし　等

豆類 煮豆(大豆、小豆)、納豆　等

芋類 さつまいも、里芋　等

海藻類 わかめ、ところてん　等

きのこ類 椎茸、しめじ、えのき　等

野菜 ごぼう、アスパラ、キャベツ、白菜　等

食物繊維は糖の吸収を穏やかにする働きがあります。 

最初に糖質以外のもの(食物繊維を多く含んでいる食

材)を食べてから、糖質を含むもの(ごはんやパン等)を食

べると良いとされています。 

血糖値の上昇をゆっくりさせるため！ ？ 
糖質を大量に摂取すると急激に血糖値が上がり、その反動でインスリンと

いうホルモンも過剰に分泌されてしまいます。 

この急激な変動が続く事によって糖尿病や肥満を引き起こすリスクが高

まってしまいます。そのため、血糖値をゆっくり上昇させるためにも「食べる順

番」が重要となります。食べる順番を変えて野菜から食べる、ベジタブル・

ファーストを意識しましょう！ 

なぜ食物繊維を含む食材から食べると良いのか？ 

適度な運動を行なう Point② 
糖を溜め込まずにエネルギーとして利用するためには運動が不可欠です。 

インスリンの分泌も運動によって促進されると言われています。 

積極的に体を動かして糖を使いましょう！ 

●運動のポイント 

「中強度」の運動を意識する 

運動によって脂質と脂肪を消費します。消費の割合は運動強度に

よって変わりますが、目安は心拍数が「138−(年齢÷2)」となるような

運動が一般的に「中強度」の運動と言われています。 

今はスマホで心拍数が計れるアプリ等もあるので、一度運動時に

計ってみるのもオススメです。 

20分以上体を動かす 

「20分以上運動しないと消費されない」とよく言われていますが、 

これは20分以降から効果が高まるという意味で、20分間全く効果な

しというわけではありません。5分でも、10分でも消費してますので、 

連続して20分が難しい場合には、短時間を積み重ねて20分以上

でもOKです。 

知っておこう。 
足立区と糖尿病 

Check! 

【足立区と糖尿病の深い関係】 

足立区は「糖尿病に関わる医療費」が23区で 

健康寿命も都の平均より2歳短い事から、 

糖尿病が足立区の健康寿命を短くしている 

最大の阻害要因と捉えています。 

最多ワースト1 

足立区は野菜“から”食べて糖尿病予防 

Point① 

  不足すると？ 

過剰に摂取してしまった糖質は、 

エネルギーとして消費されずに中性脂

肪として蓄積されてしまいます。 

これが「糖＝太る」イメージを作っていま

す。 

糖が不足してしまうと、集中力や思考力

の低下に繋がり、日常生活に支障が出

てしまう可能性があります。 

近年増えている糖質制限ダイエット等は

あまりおすすめできません。 

20min 

摂りすぎると？ 

“糖質”の摂取はバランスがとても大切！ 

ヘモグロビンA1cとは、過去1,2カ月の血糖値の平均を反映し、糖尿病診断に

使われる数値です。この数値を7％未満に保つことで糖尿病の合併症を予防で

きます。そこで足立区では「UNDER7％(アンダーセブン)」を合言葉に足立区

医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携し糖尿病対策を推進しています。 

ヘモグロビンA1cが7％以上は糖尿病の合併症が 
起こる可能性も高まる・・・ 

健康づくりは総合スポーツセンターで！ 


