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12月の大会予定12月の大会予定12月の大会予定12月の大会予定12月の大会予定
◆スポーツセンター

場　　　所日 大　　会　　等　　名　　な　　ど

◆県体育館

◆市体育館（南部・江南・福祉）

 ＪＢＬ山形大会（バスケットボール競技） 第１・２体育館

 第18回　エンドー杯ソフトバレーフェスティバル 第１・２体育館

 第25回　山形市少年少女柔道大会　山形紅花ライオンズ旗争奪 武道場

 スペシャルオリンピックス水泳競技会 屋内プール

 第23回　山形市ジュニア体操選手権大会 第１・２体育館

 なぎなた連盟昇段審査会 剣道場

 第66回　国民体育大会冬季大会スケート競技会　山形県予選会 スケート場

 山形県ミニバスケットボール交歓大会 第１・２体育館

 空手道連盟昇段審査会 剣道場

 第23回　紅花旗高校剣道大会　錬成会 第１・２体育館・武道場

 山形県スポーツタレント発掘事業 第１体育館

 第16回　山形ＲＧ・エンジェル新体操合同発表会 第２体育館・武道場

場　　　所日 大　　会　　等　　名　　な　　ど

 部活動指導者研修会 小競技場

 中学バレー新人優秀指定選手強化事業 主・小競技場

 第18回　エンドー杯ソフトバレーフェスティバル 主競技場

 ニッタク杯卓球大会 主競技場

 山形県バドミントン協会強化指定選手練習会 小競技場

 山形市子ども会球技大会 主・小競技場

 極真空手冬季昇級昇段審査会 武道場

 山形県バドミントン協会強化指定選手練習会 主競技場

 職場社会人親善バドミントン大会 主競技場

 柔道昇段審査会 柔道場

 村山地区高校バドミントン研修大会 主・小競技場

 地区小学生バレーボール連盟　第4回リーダー研修会 主競技場

場　　　所日 大　　会　　等　　名　　な　　ど

 ニュースポーツ教室 江南体育館

 山形市シニアバレーボール大会 福祉体育館

 山形県体育協会　日本体育協会公認指導員講習会 福祉体育館

 第23回　紅花旗高校剣道大会　錬成会 福祉体育館
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元旦の平成23年１月１日（土）は、滑走料無料!!
スポーツセンタースケート場は、１周400mの屋外リンクです。
フィールド部分には初心者用のミニリンク（20m×20m）もあります。
イスに座って滑れるラビットや、ダブルランナー（２枚刃）の貸靴もあります。
※ダブルランナーは、16cm～20cmの数量限定です。
◆注意：手袋がないと滑走できませんので、手袋を着用して下さい◆

※小・中学校の冬休み期間中（平成2２年12月2２日（水）～平成2３年１月10日（月））
　は平日でも10：00～18：00までオープンします

平成22年平成22年1212月2323日（木）
10：00～11：4510：00～11：45（受付（受付は９：30より）９：30より）
会場：会場：山形市総合スポーツセンター スケート場山形市総合スポーツセンター スケート場

平成22年平成22年1212月2323日（木）
10：00～11：4510：00～11：45（受付（受付は９：30より）９：30より）
会場：会場：山形市総合スポーツセンター スケート場山形市総合スポーツセンター スケート場

平成22年12月23日（木）
10：00～11：45（受付は９：30より）
会場：山形市総合スポーツセンター スケート場
①フィギアスケートレッスン
②100M タイムトライアル
③スピードスケート体験
④アイスホッケー体験
⑤カーリング体験
⑥働く車試乗&写真撮影
⑦市体協プログラム
※④～⑦は長靴でもできるプログラム

☆参加無料☆☆参加無料☆
フェスティバル中の滑走料・貸靴代、ともに無料!!
☆参加無料☆
フェスティバル中の滑走料・貸靴代、ともに無料!!
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●山形市屋外広場の冬期閉鎖について
【対象施設】西部運動広場・流通センター野球場・立谷川運動広場・山形市ソフトボール場・鋳物町運動広場
上記施設は平成22年11月24日（水）より冬季閉鎖となります。

●山形市陸上競技場の冬期閉鎖について
山形市陸上競技場は平成22年11月30（火）より冬季閉鎖となります。

●山形市屋外庭球場の冬期閉鎖について
【対象施設】西部庭球場・流通センター庭球場・鋳物町庭球場
上記施設は平成22年12月１日（水）より冬季閉鎖となります。

☆平成22年屋外体育施設の冬期閉鎖について

☆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 １月分 抽選会日程について

◆屋内プールは大会の為、下記の期日について一般開放を行いませんので
ご注意下さい。

○12月５日（日） スペシャルオリンピックス水泳競技会（終日）
○12月28日（火） 屋内プール槽清掃のため（終日）
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
多用途広場（開放期間 ４月～11月 ※天候不良等により変動有り）

●抽選会日程
平成22年12月１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

●抽選会日程
平成22年12月２日（木）

●開催時間
各体育館　抽選会会場にて
沼の辺体育館はスポーツセンター会場
　午後１時30分 受付開始
　午後２時 抽選開始

　《お問合わせ先》
南部体育館  023-641-6705
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）

山形市南部体育館は、工
事のため平成22年11月
１日（月）から平成23年３
月７日（月）まで休館とな
ります。
なお、工事期間中は、
事務室に職員が常駐しま
せんので、利用に関する
お問い合せについては、
山形市総合スポーツセン
ターまでお願いします。

　山形市総合スポーツセンター屋外スケート場を除く管理施設は、平成22年12月29日（水）～平成23年１月３日（月）ま
で休場となります。
　※屋外スケート場は、平成22年12月31日（金）のみ休場となります。

☆年末年始　管理施設休業のお知らせ

※平成23年度山形市屋外広場・庭球場・陸上競技場のオープンについては，当協会ホームページ・体協
だより・広報やまがた等にてお知らせします。
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⑤カーリング体験
⑥働く車試乗&写真撮影
⑦市体協プログラム
※④～⑦は長靴でもできるプログラム

☆参加無料☆☆参加無料☆
フェスティバル中の滑走料・貸靴代、ともに無料!!
☆参加無料☆
フェスティバル中の滑走料・貸靴代、ともに無料!!
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あります！くじ引き
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