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財団法人山形市体育協会

１月の大会予定１月の大会予定

山形市総合スポーツセンター　023-625-2288
※休館日：毎週月曜日休館、月曜日が祝日の場合は、その翌日休館となります。

　山形市体育協会は、スポーツ教室、施設利用案内に関する情報、お知らせ、その他ニュース等
をメールでお知らせする「メールサービス」を開始しましたので是非ご利用下さい。
（登録・利用料無料）

①山形市体育協会ホームページを開いて下さい。
②トップページの「山形市体協メールサービス」をクリックして下さい。
③下左の「登録する」をクリックして下さい。
④登録様式がありますので、入力して下さい。

山形市体育協会  メールサービスについて山形市体育協会  メールサービスについて
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山形市体育協会  メールサービスについて

登録方法

注　　意

お問合わせ

　auto@yamagatasi-taikyou.jp よりメールが届きますので、携帯電話等で、受信指定
をしている方は、アドレスをご指定下さい。
　本システムは登録者からのメール送信はできません。山形市体育協会からの送信のみ
になります。

※当協会ホームページより登録となります。
山形市体育協会ホームページアドレス　http://yamagatasi-taikyou.jp

※インターネット検索項目へ　山形市体育協会　と入力して頂くと当協会ホームページをご覧頂
けます。



南部体育館抽選会について

☆スポーツセンター屋内プールからのお知らせ
お 知 らお 知 ら せお 知 らお 知 ら せお 知 ら せ

☆平成23年 ２月分 抽選会日程について

◆屋内プールは大会の為、下記の期日は一般開放を行いませんのでご注意
下さい。

○1月23日（日）第33回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
　山形県予選会（終日）

＜お問合せ先＞山形市総合スポーツセンター　屋内プール：023-625-1052

山形市総合スポーツセンター

●抽選対象施設
第一体育館・第二体育館・柔道場・剣道場・弓道場
会議室・合宿所

●抽選会日程
平成23年１月５日（水）

●開催時間
合宿を伴う施設利用をご希望のお客様
　午後１時 受付開始／午後１時15分 抽選開始
施設のみの利用をご希望のお客様
　上記完了後 受付開始／午後２時 抽選開始　

　《お問合わせ先》
山形市総合スポーツセンター事務室  023-625-2288

江南・福祉・沼の辺体育館

　山形市南部体育館は、平成22年11月よりアスベスト除去工事を行っていましたが、平成23年３月より
一般開放を行う予定です。南部体育館３月分抽選会は下記の通り行いますので、よろしくお願いします。

※南部体育館は、床面へウレタン塗装を行い、きれいになりました。
　体育館ご利用後は、床面をモップで掃除して頂き、きれいに使いましょう。

●抽選会場　山形市南部公民館　１階　研修室
●抽 選 日　平成23年２月３日（木）
●抽選時間　午後１：30より受付開始　午後２：00より抽選開始

＜お問合わせ先＞
南部体育館　023-641-6705
※南部体育館の申請受付等（９：00～17：00）は、平成23年３月１日（火）より開始となります。

　平成23年２月28日（月）までは職員が常駐しませんので、南部体育館への電話は、山形市総合スポーツ
センターへ転送になりますので、不明な点があればお問合わせ下さい。

●抽選会日程
平成23年１月６日（木）

●開催会場
・江南体育館は、江南体育館で行います。
・福祉体育館は総合スポーツセンター１階
　ミーティングルームで行います。
・沼の辺体育館は総合スポーツセンター３階
　第一会議室で行います。

●開催時間
午後１時30分 受付開始
午後２時 抽選開始

　《お問合わせ先》
江南体育館  023-684-4296
福祉体育館  023-635-1771
沼の辺体育館  023-625-2288（無人施設の為スポーツセンター）



お 知 ら せお 知 ら せ
　今月から、皆様に施設を利用していただくにあたって、注意いただきたい点やお願いしたい
点を掲載させていただきます。施設を長く、きれいに使用していただくため、皆様のご協力をお
願いします。
　

　第１回目は、大会などで皆さんがよくご使用になるラインテープについてのお願いです。

○ラインテープの選び方
　体育館の床には塗膜があり、床を保護しています。ラインテープの誤った使用は、床の塗膜
を剥離し、結果として床を損傷する原因となります。
　ラインテープは、スポーツ店などで販売している専用のラインテープ（ポリエチレン製、ポ
リプロピレン製のもの）を使用してください。ガムテープや絶縁テープのような粘着力の強
いテープは、床面に糊が残ってしまい、思わぬケガにつながる恐れがありますから、絶対に使
用しないようにしましょう。

○ラインテープのはがし方
　ラインテープのはがし方は、下図のようにテープを手元にゆっくりとたぐりよせるように
はがしてください。斜め上に引っ張ってはがすことは、床の塗膜を剥がすことにつながり、ま
た、弱った床の場合、床自体を傷つけることにつながりますから、絶対にやめましょう。

スポーツ施設のご利用にあたってのお願い

第１回　ラインテープ取り扱い方

年末年始の休場・開場について
年末年始休場となります。12／29（水）～１／３（月）スポーツセンター
年末休場となります。12／31（金）ス ケ ー ト 場
貸出については、９：00－12：00までとなります。
受付については、９：00－17：00までとなります。12／28（火）

県 体 育 館 年末年始休場となります。12／29（水）～１／３（月）
貸出については、16：00より貸出となります。
受付については、９：00－21：00までとなります。１／４（火）

年末年始休場となります。12／29（水）～１／３（月）江 南 ・ 福 祉
沼 の 辺 体 育 館 貸出については、12：00より貸出となります。１／４（火）



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
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１月の大会予定１月の大会予定１月の大会予定１月の大会予定１月の大会予定
◆スポーツセンター

場　　　所日 大　　会　　等　　名　　な　　ど

 選抜新体操強化合宿 第２体育館

 優秀チーム招聘強化練成大会（剣道競技） 第２体育館・剣道場

 平成23年　成人の祝賀式 第１体育館

 第30回　山形地区実業団バドミントンリーグ戦　団体戦 第１体育館

 ナイターバレー大会 第１体育館

 第２回　東北小学生スピードスケート大会 スケート場

 山形県体育協会公認指導者講習会 第２体育館

 山形市中学校一年生強化練習会（柔道競技） 武道場

 第８回　山形小学生クラブ大会　一次大会（バレーボール競技） 第１・第２体育館

 ナイターバレー大会 第１体育館

 第35回　山本杯争奪中学校バレーボール大会 第１・第２体育館

 第33回　全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会　山形県予選 屋内プール

 小学生バレーボール教室 第１体育館

 ナイターバレー大会 第１体育館

 県高体連事務局バレーボール講習会 第２体育館・武道場

 三條杯　サッカー大会 第１体育館

 第８回　山形小学生クラブ大会　二次大会（バレーボール競技） 第１・第２体育館

４日（火）～７日（金）

８日（土）～９日（日）

９日（日）

10日（月）

12日（水）

15日（土）～16日（日）

15日（土）

〃

16日（日）

18日（火）

22日（土）

23日（日）

〃

26日（水）

28日（金）～30日（日）

29日（土）

30日（日）

◆県体育館
場　　　所日 大　　会　　等　　名　　な　　ど

 NHK杯県高校新人バスケットボール選抜優勝大会 主・小競技場

 山形市オープン卓球大会（中学） 主競技場

 山形県バドミントン協会強化指定選手練習会 主・小競技場

 山形地区高校バドミントン選手権大会 主・小競技場

 設楽杯卓球大会（中学） 主競技場

 山形市オープン卓球大会 （小学・一般） 主競技場

 設楽杯卓球大会（小学・一般） 主競技場

８日（土）～９日（日）

10日（月）

15日（土）

16日（日）

22日（土）

23日（日）

30日（日）

◆市体育館（江南・福祉）
場　　　所日 大　　会　　等　　名　　な　　ど

 日本体育協会公認指導者講習会 江南体育館

 サンライズカップ　ミニバスケットボール大会 江南体育館

16日（日）

23日（日）
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