
〒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

 日 　　　　　　　　　　　　　大　会　等　名　な　ど 　　　　場　　所

 ２日（金）～４日（日）
 第17回　全国家庭婦人バレーボールことぶき大会 第一体育館・第二体育館

  県高等学校新人弓道大会 弓道場

 ２日（金）～３日（土） 山形市体育振興会交流大会 多用途広場

 ３日（土）～４日（日） 第28回　山形県高校新人体育大会空手道競技 柔道場・剣道場

 ４日（日） 第49回　北部地区親善少年サッカー大会 多用途広場 

  第31回　山形市長杯トランポリン競技選手権大会 第一体育館

 10日（土） 第21回　山形県中学生なぎなた大会 第二体育館 

  武術太極拳連盟初段検定 柔道場・剣道場

 11日（日）
 第20回山形市民バウンドテニス大会 第二体育館

  山形県エアロビック選手権大会 柔道場・剣道場

 17日（土）～18日（日） 山形県クラブユース選手権新人戦大会【サッカー】 多用途広場

 17日（土）
 県中学校新人体育大会【剣道】 第一体育館・剣道場

  村山地区高等学校弓道錬成大会 弓道場 

  平成24年度　全国大会予選山形地区予選会【バスケ】 第一体育館

 18日（日）
 第69回　健康保険山形県卓球大会 第二体育館

  山形市長杯争奪山形市民柔道大会 柔道場・剣道場

  県中体連選考会【テニス】 テニスコート

 23日（金）～24日（土） 第３回　ショートキャンプ 第一体育館・第二体育館・柔道場・剣道場・多用途広場 

 24日（土）～25日（日） 第65回 全日本バレーボール高等学校選手権大会山形県代表決定戦大会 第一体育館・第二体育館

 25日（日） 山形県弓道連盟国体選手強化錬成会 弓道場

 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 

スポーツセンター“11月”の大会予定

平成24年度   12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
11月７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
11月１日（木）

受付（午後 1時 30分）
抽選開始（午後 2時）

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

11/23（金） OPEN日
1/1（火・元旦）

滑走無料 !!

山形市総合
スポーツセンター
スケート場  直通

023-625-8252

http://yamagatasi-taikyou.jp http://yamagatasi-taikyou.jp
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毎週土曜日は

中学生以下

滑走料無料

毎週土曜日は

中学生以下

滑走料無料

平  日
13：00～21：00

スケート場

H24/11/23（Friday）OPEN
H25/2/24（Sunday）CLOSE

OPEN!!
スケート場

H24/11/23（Friday）OPEN
H25/2/24（Sunday）CLOSE

OPEN!!

貸靴代
一律３００円
貸靴代

一律 ３００円

オープニングセレモニーに
参加の方には…

先着50名に…
無料滑走券を

プレゼント!!!!

土日祝＆冬休み期間
10：00～18：00

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.60 ●2012.11月号

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.60 ●201



山形市総合スポーツセンター事務室　023（625）2288
　　スケート場直通　023（625）8252

滑走の際は必ず手袋を着用して下さい。特に初心者の方は，事故防止のため，帽子・ヘルメットの着用をお勧めします（貸出ヘルメットあります）

学校・団体でのご利用の際の利用方法・利用料金については，事前にお問い合わせください

場内掲示等でスケート場利用のルール，マナーをご確認いただき，楽しくご滑走ください

天候異変による施設の閉鎖については，滑走料，貸靴料の返金はいたしません。あらかじめご了承ください

11月23日（金）＆ 1月1日（元旦）は滑走料無料!!
★☆★中学生以下の方は毎週土曜日（大会開催時等を除く）滑走料無料★☆★

※貸靴が必要な方は，貸靴料が必要となります※

Cautions 注意 Cautions 注意 Cautions 注意 Cautions 注意 Cautions 注意 Cautions 注意 Cautions

一律/1人1回　300円貸 靴 料
5,000円

1人1回 500円
3,000円
300円

2,000円
200円

回数券
（11回分）

滑　走　料
一　　　般 高　校　生 中学生以下

開放時間内であってもリンク内清掃（整氷）作業のため，滑走が出来ない場合がございます
リンク状況，天候，大会等により開放時間を中止・変更する場合がございます

休　場　日 / 12月31日

H24/11/23(FRI)～H25/2/24(SUN)
開　放　時　間
（開放期間内フリータイム）

平　日 冬休み期間 土/日/祝日

10：00－18：0013：00－21：00
※冬休み期間はH24/12/22-H25/1/9です

山形市体育協会スポーツクラブ
紹　介

『親 子 体 操 』コース

　ことあるごとに私に突っかかってくる、自己中心的で自慢話ばかり言っている気に食わない奴が、最近ゴルフに夢中になっ
ている。体も大きいしうまく当たれば250ヤード。格好だけはいつも決めている。
　でも、ゴルフは上がって何ぼ。口癖が『今日はパットが決まらなくて』いかにも他はいいんだ、俺はうまいんだと言いたい
らしい。年中ゴルフのテレビを見ていて、プロの批評をいかにもらしく話す。奴のプレーを見たこともなく、話を聞いている
人はどんなにうまいんだろうと思うに違いない。
　そんな気に食わない奴がとんでもない事を叫びだした。
『俺この頃スランプで調子悪くてよー』
　お前っ!!スランプなんていうものは、一流の人が言う言葉であって、遼くんや藍ちゃん、そうそう、わが山形市出身の女子
プロでフジサンケイレディースクラシックでプロ１勝をあげた大江香織選手（22歳）も言うことを許してあげる。今後が本当
に楽しみだねぇ。
『100を切って喜んでるあんた。スランプなんて言うのは10年早いし、絶対スランプなんかじゃなくてただのヘタクソなの』

⑥ 香織ちゃんスランプにならないで⑥ 香織ちゃんスランプにならないで
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

⑥ 香織ちゃんスランプにならないで

海藤さんより
Ｑ１／球技系ですね。バスケットや、バレーボールなんてイイですね。
Ｑ２／ヨガに参加してみたいですね。

先生へ質問
Ｑ１：このコースのイイところは？
Ａ１：親子間でスキンシップが取れるところがイイところ
　　　です。また、参加しているお母さん同士、子ども同
　　　士が仲良くなれるところもイイところですね♪

岡田さんより
Ｑ１／動感体験に参加しているのですが、それを続けたいですね。
Ｑ２／以前スポセンで見かけた“なぎなた”をやってみたいです。
Ｑ３／社交性というものが少しずつわかってきたかなぁ。と感じた時ですね。

松田さんより
Ｑ１／器械体操や水泳がイイと思ってますね。
Ｑ２／子供と一緒に出来るスポーツや、エアロビクス、ヨガなんかもやってみたいです。
Ｑ３／集団行動を少しずつ覚えてきたところですね。

参加者の皆さんへ質問っ!!
Q１：お子さんに今後体験させてみたいスポーツやコースはありますか？

Q２：お母さんが参加してみたいスポーツやコースはありますか？
Q３：クラブに参加していて、お子さんの成長を感じた瞬間はありますか？
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