
〒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

 7 第５回　山形市民スポーツフェスタ スポーツセンター全施設

 
8
 ダンススポーツグランドシニア東北選手権　第46回　山形県ダンススポーツ競技会 第１体育館

  秋季山形市民テニス大会 テニスコート

 10～14 全日本柔道連盟ジュニア強化合宿柔道フェスタ 第１体育館・武道場

 13～14 全国高等学校弓道選手権大会山形県予選会 弓道場

 19 山形県精神科デイケア連絡会交流会 第１体育館

 
20
 滝山小マーチング中央講師講習会 第１体育館

  全国高校柔道選手権大会村山地区予選会 武道場

 

20～21

 第19回　東北地区レディースバドミントン大会 第１体育館

  山形県ジュニア新体操選手権大会 第２体育館

  秋季山形市民テニス大会 テニスコート

 
21
 第33回　山形県なぎなた大会 武道場

  平成24年度　秋季審査会（弓道） 弓道場

 27～28
 山形県スポーツタレント発掘事業実行委員会 第1・2体育館・武道場

  秋季山形市民テニス大会 テニスコート

スポーツセンター“10月”の大会予定

平成24年度   11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

多用途広場

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。

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
10月３日（水）

023-635-1771

山形市総合スポーツセンター
第三会議室

山形市総合スポーツセンター
第四会議室

市野球場 ・ 市ソフトボール場
流通センター野球場 ・ 西部運動広場
鋳物町運動広場 ・ 立谷川運動広場

山形市陸上競技場

山形市野球場　会議室

山形市陸上競技場
クラブハウス

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

023-645-4452

023-641-1956

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
10月４日（木）

受付（午後 1時 30分）
抽選開始（午後 2時）

平成 24年
10月 10日（水）

受付開始（午前 9：00）
抽選開始（午前 9：30）

平成 24年
10月９日（火）

受付開始（午前 9：00）
抽選開始（午前 9：30）

山
形
市
屋
内

体
育
施
設

山
形
市
屋
外

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

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

今年も開催っ !スポーツフェスタ !!
日本のトップアスリートとふれあえる！いろんなスポーツを体験できる !!

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.59 ●2012.10月号

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.59 ●201



会会場 時間 対象／定員 会場 時間 対象／定員

★
スポーツゲームズin山形
チャレンジスポーツラリー

9:20～12:10
小学3～6年生

90名
テニスコート エンジョイソフトテニス 9:00～15:30 制限なし

アスリートとの触れ合い
エンジョイスポーツ
※当日整理券を発行します。

①13:15～14:00
②14:15～15:00 制限なし 中中庭 乗馬体験

①10:00～12:00
②13:30～15:30 小学生以上

第二
体育館

ニュースポーツ体験
「ガラッキー/ユニカール」ほか

9:00～15:30 制限なし 水水球体験 10:00～12:00 制限なし

軽運動場 ★
◆がんばっぺ東北スペシャル◆
その１「「フラダンス」教室

10:00～11:30
制限なし

50名
プールで遊ぼう！
※小学３年生以下は保護者同伴

13:30～15:30 制限なし

★
地区親善
グラウンド・ゴルフ大会

8:30～12:00 各地区代表
トレーニング

ルーム
トレーニングルーム
無料開放

10:00～15:30 中学生以上

初めての
グラウンド・ゴルフ体験

13:30～15:30 制限なし 大大会議室
ビームライフル射撃体験
※小学３年生以下は保護者同伴

9:00～15:30 制限なし

★
モンテディオ山形
ファミリーサッカー教室

13:30～15:30
小学1～3年生と保護者

／60組120名
(各学年20組40名)

特設コース
山形市総合スポーツセンター
周辺ウォーキング

10:00～12:00
小学生以上

25名

★
スポーツゲームズin山形
ＭＩＰコーディー

①  9:30～10:30
②11:00～12:00

①5･6歳児と保護者
②小学1･2年生と保護者

／各25組50名
食生活改善食育体験・試食 9:00～15:30 制限なし

★
エンジョイ！チア・ダンス
※未就学児は保護者同伴

13:30～15:30 制限なし／50名 ももっと健康になろう！ 9:00～15:30 制限なし

ニュースポーツ体験
「エンジョイ吹き矢」

9:00～15:30 制限なし ３３階ロビー 健康づくり運動の紹介・体験 9:00～15:30 制限なし

女の子も男の子も！
タグラグビーで遊ぼう！

13:30～15:30 制限なし 通通路 スポーツ絵画展 9:00～15:30 制限なし

バスケットボールリング設置

リフティング選手権

第５回山形市民スポーツフェスタプログラム一覧

武道場

多用途広場

屋内プール

エントランス
ホール

第一
体育館

中　央　広　場

プログラム名 プログラム名

弓道場

１１：００～

◆がんばっぺ東北スペシャル◆その３「なみえ焼きそば」販売

フードコート

１３：００～

 ①参加希望プログラム名　②住所　③氏名　④年齢（学年） ⑤性別　 ⑥電話番号　⑦保護者氏名（参加者が高校生以下の場合）を記入

 　※返信用に返信先(住所･氏名)を記入の上，下記までお送りください。

 　〒990-0075　山形市落合町1番地　山形市総合スポーツセンター内　山形市民スポーツフェスタ実行委員会　宛て

 (財)山形市体育協会ホームページ http://yamagatasi-taikyou.jpの「山形市民スポーツフェスタ」よりお申込みください。

 着必）水（日６２月９年４２成平 

詳しくは当協会ホームページをご覧ください　http://yamagatasi-taikyou.jp

《事前申込方法》　【往復ハガキ】又は【Ｅメール】でお申込みください。

往復ハガキ

Ｅメール

申込締切

《参加される皆様へ》
動きやすい服装・運動靴（屋外用・屋内用）でご参加下さい。

 ※ハガキ１通につき１名（１組）１プログラムとします。Ｅメールについても同様です

 ※申込者が定員を超えた場合は，抽選とさせていただきます。また，抽選の結果及び連

 ※個人情報は，当実行委員会でのみ使用し，第三者に提供することはありません

 　絡事項については，返信ハガキ又はＥメールでご連絡いたします
注意事項

スタンプラリー

休憩コーナー

９：００～
１５：３０

スポーツ用品販売

総合型地域スポーツクラブの紹介

つきたてお餅振る舞い

★は事前申込が必要となります

やまがた秋の収穫祭

Kidsパーク クッキークラウン

◆がんばっぺ東北スペシャル◆　その２　「涼風」ライブ
【　定員無制限・自由参加　】　福島県（浪江町・福島市）出身の二人が，東北の復興を願い歌います

１２：００～

チャレンジスポーツラリー・エンジョイスポーツ・MIPコ―ディ―ではトップアスリートと一緒にスポーツが出来ます!!

バドミントン / 小椋 久美子 氏 バスケットボール / 原田 裕花 氏

バレーボール / 中垣内 祐一 氏 MIPコ―ディ・ハンドボール / 田中 茂 氏

山形市体育協会スポーツクラブ
紹　介

『 幼 児 バ レ エ 』コース

　岐阜国体に山形市体育協会から４人が参加する。多くの嘱託職員が、働きながらそれぞれのスポーツに頑張ってい
る。ここをステップに将来の道を進んでほしいと願っている。
　今年の５月に、自分の好きな道へと車修理の板金会社に就職したNくん。スケートをやっていた彼は、冬になると
体協のスケート教室で子供たちを指導し、持ち前の明るさでとても人気があった。
　４カ月ぶりに職場を訪ねた。つなぎを着こんで汗だくで働いていた。
「どう元気でやってる？」
「大変です。資格もないし、技術もない、ただ好きな道でやると決めたんでやるしかないっす。冬になったら体協の
　手伝いに行きます！」
　目が輝いていた。社長は「今はまだまだだが、彼は必ずものになるよ」と言ってくれた。頑張れ！
　今年ソフトテニスで県・東北チャンピオンになったMくん。彼には，県内の高校からぜひ教員になって指導者にと
の話がある。とてもいい話なのだがなかなかOKと言わない。
「もっとソフトテニスを極めたい。今のイイ条件で自分をためしたい。今しかないんです」
　こちらが親のような立場ですすめても…。仕方ないか。
「スポーツでもなんでもその道で一流の人は、どんな仕事もこなせる」って言っていた人がいた。
　山形市体育協会の嘱託職員には、優秀な人材がたくさんいます。企業からのスカウト受け付けています。

⑤　手前味噌ですみません　手前味噌ですみません 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⑤　手前味噌ですみません

参加者の“ともこちゃん”へ質問！
Q1：好きなスポーツはありますか？　⇒　バレエとバスケットです♪
Q2：今参加しているコースの楽しいところは？　⇒　スキップ、パッセが出来るようになったところです♪

ともこちゃんのお母さんに質問
Q1：お子さんにやらせたいスポーツはありますか？　⇒　スイミングを体験させたいです。
Q2：お母さんがやってみたいスポーツはありますか？　⇒　現在参加しているフラダンスですね。

先生へ質問
Ｑ１：このスポーツ・コースの“イイ”ところは？
Ａ１：１つはあいさつです。練習の中ではあいさつや礼儀をしっかりと
　　　指導しているので、礼儀が身につくのが良いところです。それと、
　　　やはり音感や姿勢が良くなるところ。また、いつもとは違う友達
　　　との交流が出来るのもイイところの１つですね。

右/ 講師　佐藤先生右/ 講師　佐藤先生
左/ すずき　ともこ ちゃん左/ すずき　ともこ ちゃん
右/ 講師　佐藤先生
左/ すずき　ともこ ちゃん
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