
〒990-2477  山形市長苗代61番地 山形市スポーツ会館内
TEL．023-647-4175　FAX．023-645-5595
HPアドレス  http://yamagatasi-taikyou.jp

財団法人山形市体育協会

山形市総合スポーツセンター 〒990-0075  山形市落合町１番地 TEL．023-625-2288　FAX．023-625-2285
山形県体育館・武道館 〒990-0826  山形市霞城町１番２号 TEL．023-644-5656　FAX．023-644-5655
福 祉 体 育 館 〒990-0021  山形市小白川町2-3-33 TEL．023-635-1771　FAX．023-635-1771
南 部 体 育 館 〒990-0035  山形市小荷駄町7-110 TEL．023-641-6705
江 南 体 育 館 〒990-0863  山形市江南1-1-27 TEL．023-684-4296
沼 の 辺 体 育 館 〒990-0007  山形市沼の辺町4-33 TEL．023-625-2288

11月30日（金）～12月1日（土） Wリーグ山形大会　三菱VS日立 第一体育館・第二体育館

 ２日（日） 第20回　エンドー杯ソフトバレーフェスティバル 第一体育館

８日（土）～９日（日） 第25回　山形市ジュニア体操選手権大会 第一体育館・第二体育館 

 ８日（土） 山形県柔道連盟　第３回　指導者講習会 武道場

 16日（日） 第１回　JOCCUP春高バレー強化事業山形県選手団壮行試合 第一体育館

 19日（水）～24日（月） 全国社会人ボクシング選手権 第二体育館・武道場

23日（日）～25日（火） 第25回　紅花旗高校剣道大会練成大会 
第一体育館・第二体育館・武道場

26日（水）～28日（金） 第２回　ウィンターキャンプ

スポーツセンター“12月”の大会予定

平成24年度   １月分   抽選会日程について
抽選対象施設

第一体育館・第二体育館
合宿所を伴う施設の利用

江南体育館

武道場・弓道場
軽運動場・会議室

山形市総合スポーツセンター
大会議室

≪お問合せ先≫　山形市総合スポーツセンター事務室　023－625－2288

ご不明な点は、各『お問合せ先』までご連絡下さい。

屋外スポーツ施設の冬期休場について
平成24年12月～平成25年3月の期間、積雪及びグラウンド整備のため休場致します

お問合せは、山形市総合スポーツセンターまでご連絡下さい
↓↓↓　冬期休場対象施設は下記のとおりです　↓↓↓

スポーツセンター多用途広場・鋳物町運動広場・立谷川運動広場
市野球場・市ソフトボール場・西部運動広場・市陸上競技場

合宿を伴う利用の
場合
↓

PM１：00受付開始
PM１：15抽選開始

合宿を伴わない
施設利用の場合

↓
左記抽選が終了後受付開始
PM２：00抽選開始

平成24年
12月５日（水）

023-635-1771

山形市総合スポーツセンター
第四会議室

開催会場 開催時間抽選会日程

山
形
市
総
合

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

023-641-6705

023-625-2288

023-684-4296

福祉体育館 福祉体育館

南部体育館 南部体育館

沼の辺体育館 スポーツセンター　会議室

江南体育館

平成 24年
12月６日（木）

受付開始 PM１：30
抽選開始 PM２：00

山
形
市
屋
内

体
育
施
設

抽選対象施設 開催会場 開催時間 お問合せ先抽選会日程

★　その他の会場の大会予定については，当協会HPをご覧ください　★
山形市体育協会ホームページより『管理施設のご紹介』→『大会予定結果』よりご覧下さい

日 大　　会　　名　　等 場　　所

スポーツセンターの屋外スケート場で、今年も行います．．．

氷上でのレクリエーション！さぁ、冬を楽しもう !!

2012 SC SKA
TE START!!

Welcome to IC
E FESTIVAL2012 SC SKA
TE START!!

Welcome to IC
E FESTIVAL2012 SC SKA
TE START!!

Welcome to IC
E FESTIVAL

ス氷上フェ タス氷上フェ タ
のレクリエーション！さぁ、冬を楽しもう !!

受付開始 ～
2012/12/23（sun）

参加費無料
★事前申込み不要！ 当日会場でお待ちしてます!!★

詳しくはP2をご覧ください♪

参加費無料参加費無料

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.61 ●2012.12月号

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.61 ●201



氷上フェスティバル氷上フェスティバル氷上フェスティバル
ENJOY FESTIVAL ON ICE

12月 23日日

無料（滑走料・貸靴代共に無料）

事前申込み不要！ 当日会場にお越し下さい♪

  ９：45～ 受付開始
10：00～ フェスティバルSTART

平成24年

参加料

開催
日時

フィギュアスケートレッスンフィギュアスケートレッスン

スピードスケート体験スピードスケート体験

アイスホッケー体験アイスホッケー体験

フリー滑走フリー滑走

100M タイムトライアル100M タイムトライアル

カーリング体験カーリング体験

フィギュアスケートレッスン

スピードスケート体験

アイスホッケー体験

フリー滑走

100M タイムトライアル

カーリング体験

★☆★　スケート靴を履かずに出来る種目もあります　★☆★
※当日、悪天候等の理由から中止になる場合もございます。あらかじめご了承ください※

お問合せ：山形市総合スポーツセンター　　事務局：担当　スポーツ振興部門　菅原 / 山口

来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!

来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!

来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!
来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!

来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!
来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!

来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!来場者全員に可能性あり!!　豪華商品が当たる抽選会も開催します!!

山形市体育協会スポーツクラブ
紹　介

　体協主催で、ロンドンオリンピック金メダリスト“小原 日登美”ご夫妻を招いてスポーツ懇談会を行った。
　ハードなスケジュールの中、子ども達との交流会、懇談会、懇親会と終始笑顔でこなしていただいた。子ども達は、金メダ
ルを手に取ったり、記念撮影をしたり大満足の時を過ごした。
　「私なんかが懇親会にでていいんだべか～」と遠慮ぎみに参加した体協加盟団体のＴ女子会長。懇親会が始まるとすぐにご
夫妻の元へ。サインから記念撮影まで独占状態。「いや～来ていがった。一生の記念だ」ありがとうを連発して、手当たり次
第に職員と握手をしたり、肩をたたいたりもう興奮状態。主催者としては涙がでるほどうれしかった。
　もう一人のゲスト“宮原 厚次”自衛隊体育学校第２教育課長さん。この人がすごい。レスリンググレコローマン52kg級、
ロス五輪金メダル、ソウル五輪銀メダル。「どうすれば金メダルを取るほど強くなれるんでしょうか」って聞いたら「相手を
思いやることです。そうすれば相手が何を考えているか、何をしてくるかわかるんです」実に深いお言葉。帰る時は、びしっ
と自衛隊の制服姿。小柄だが、何倍も大きく見えて、オーラがすごかった。
　日登美さんに「今度山形に、お子さんと３人でおいでください」って言ったら、金メダルを取った時と同じ笑顔で「ありが
とう。また来ます」だって。

ややぶぶにらにらみみツツイイッッタターやぶにらみツイッター
⑦パートナー・オブ・ザ・イヤー2012 小原ご夫妻パートナー・オブ・ザ・イヤー2012 小原ご夫妻

↓ ななみちゃんのお母さんに質問!!
Q…お子さんがこのコースに参加する“きっかけ”は？
テレビでダンスをするアイドルやダンサーを見て「私もやりたい！」と
自分から言ってきたので、習わせようと思いました。
他のダンススクールより安く、手軽にはじめられると思ったので
このコースを選びました。

⑦パートナー・オブ・ザ・イヤー2012 小原ご夫妻

キッズダ
ンス 

キッズダ
ンス コ

ースコース

キッズダ
ンス コ

ース

斎藤　奈緒子 先生へ質問!!　→　このコースの、ダンスのイイところは？
(^^♪年齢関係なく、みんなで楽しく出来るところですかね♪低学年から高学年まで、
おなじ曲で楽しく一緒にダンスをしています！リズム感は様々なスポーツにもイイ影響を与えます。
ぜひ、皆さんにダンスで体を動かす楽しみを知ってほしいですね♪

憧れの人はいますか？憧れの人はいますか？
　　→ AKB48の大島優子さんです♪　　→ AKB48の大島優子さんです♪
将来の夢は？将来の夢は？
　　→ 学校の先生になる事です♪　　→ 学校の先生になる事です♪

憧れの人はいますか？
　　→ AKB48の大島優子さんです♪
将来の夢は？
　　→ 学校の先生になる事です♪

参加者の あべななみ ちゃんに質問!!参加者の あべななみ ちゃんに質問!!参加者の あべななみ ちゃんに質問!!

ダンスを頑張るななみちゃんへ、お母さんからのメッセージ♪ダンスを頑張るななみちゃんへ、お母さんからのメッセージ♪

やりたいと思ったダンス、とっても楽しそうでよかったね!!お友達もたくさんできて、
先生と楽しくおどっている姿、ママもうれしいよ。これからもカッコイイダンスを頑張っておどってね!!

ダンスを頑張るななみちゃんへ、お母さんからのメッセージ♪
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