
平成22年11月20日（土）午前10時より　オープニングセレモニーを行います。午前10時より　オープニングセレモニーを行います。

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

山形市総合スポーツセンター山形市総合スポーツセンター

平成22年11月20日（土）午前10時より　オープニングセレモニーを行います。午前10時より　オープニングセレモニーを行います。平成22年11月20日（土）午前10時より　オープニングセレモニーを行います。
オープン初日及び平成23年元旦は無料開放いたします。（貸靴料は別途掛かります。）貸靴料  300円

施  設  名

スケート場

平　　日
土・日・祝祭日

13：00 から 21：00 まで
10：00 から 18：00 まで

◎一般開放時間（開放期間内フリータイム）

◎休場日
 ・12月31日（金）
 ・大会等及び天候等により一般開放を中止する
 場合があります。一　　　律

5,000円
3,000円

200円

500円
300円

300円
2,000円

◎普通使用料
使用者区分 使用区分

１人１回

回数券使用
11回分

貸　靴　料

使 用 料

※但し、平日でも小中学校の冬季休業期間中（平成22年12月22日から
　１月10日まで）は、10時から18時までとなります。

お問い合わせ先 山形市総合スポーツセンター　事務室　電話 023（625）2288（代）
スケート場直通　電話 023（625）8252　　　

開放期間 平成22年　　月　　日（土）～平成23年 　月　　日（日）　11　20 ２ 27

氷上フェスティバル

屋外スケート場がオープンします屋外スケート場がオープンします
平成22年　　月　　日（土）～平成23年 　月　　日（日）　11　20 ２ 27

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.41 ●2010.11月号

〒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

11月の大会予定11月の大会予定11月の大会予定
◆スポーツセンター

場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

◆県体育館・武道館
場所日 大会等名など

 ３日（水） 県トップ３６卓球選手権大会 主競技場

 〃 極真空手団体戦・演武会 小競技場

 〃 安達道場空手選手権 剣道場

 ６日（土）～７日（日） 県高校新人フェンシング競技 主競技場

 １２日（金） 山形Ｖカレッジクラスマッチ 主・小競技場

１２日（金）～１３日（土） 県中学新人バスケ決勝大会 主・小競技場

場所日 大会等名など

 １４日（日） 連盟杯家庭婦人バレー大会 主競技場

 〃 市民親善柔道大会 柔道場

２０日（土）～２１日（日） 地区卓球講習会 主競技場

 ２３日（火） ジャワ杯県高校一年生バドミントン大会 主・小競技場

２６日（金）～２８日（日） 全国高校柔道選手権県予選 主競技場

 ２８日（日） 山形シニアバドミントン大会 小競技場

場所日 大会等名など

◆市体育館（南部・江南・福祉）

 13 日（土） 山形地区小学校バレーボール講習会 江南体育館

 1４日（日） 平成 22 年度　みちのく杯屋内アーチェリー大会　兼第12回ウィンターカップ 福祉体育館

 21日（日） 第 22 回　山形市長杯交流インディアカ大会 江南体育館

場所日 大会等名など

 27 日（土） 山形ウェスト小学生バレーボール大会 江南体育館

 28 日（日） 山形市スポーツ少年団認定員講習会 江南体育館

◆屋外施設
場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

 13 日（土） 東北みちのくU-15サッカーリーグ入替戦 山形市陸上競技場

 1４日（日） 東北社会人サッカーリーグチャレンジマッチ戦 山形市陸上競技場

 〃 山形県還暦野球大会地区大会 鋳物町運動広場

 21日（日） 第19 回　六中杯親善野球大会 市ソフトボール場

 〃 沼木ソフト大会（予備日） 西部運動広場

 23 日（火） 第19 回　六中杯親善野球大会 西部運動広場

 3 日（水） 第10 回　六稜杯大会 西部運動広場

 6 日（土） 東北大学サッカーリーグ戦 山形市陸上競技場

 7日（日） モンテディオ山形ユース大会 山形市陸上競技場

 〃 蔵王杯 

 〃 沼木ソフト大会 西部運動広場

 〃 山形県還暦野球大会地区大会 鋳物町運動広場

13日（土）～14日（日） 秋季ふじかげ杯 西部運動広場

一　　　般
高　校　生

中学生以下

一　　　般
高　校　生

中学生以下

流通野球場
市ソフトボール場

２日（火）～３日（水） 山形市体育振興会連合会交流大会 第１体育館・多用途広場

 ３日（水） 秋季山形市民テニス大会　一般（ＡＢ）ミックスダブルス テニスコート

 〃 村山地区高等学校弓道錬成大会 弓道場

６日（土）～７日（日） 山形県高等学校新人体育大会 

 〃 第２１回　秋季東北マスターズ水泳競技大会 屋内プール

 〃 山形県武術太極拳連盟　初段検定 武道場

 ６日（土） 山形県中学校新人体育大会　決勝大会（サッカー競技） 多用途広場

 ７日（日） 第１１回　山形地区弓道選手権大会 弓道場

 ９日（火） 山形市立第七中学校　総合学習発表会 第１体育館

１２日（金）～１３日（土） 山形県中学校なぎなた大会 武道場

 １２日（金） 山形市立第五中学校　PTA 親子行事 第１体育館

１３日（土）～１４日（日） 山形市長杯トランポリン競技選手権大会 第１体育館

　 １３日（土） 平成22年度第二回山形県小学校卓球強化合宿 第１体育館

 １４日（日） 山形県高等学校遠的錬成会 弓道場

 〃 第１８回　山形市バウンドテニス市民大会 第２体育館

 〃 山形市長杯争奪市民親善柔道大会 武道場

２０日（土）～２１日（日） 平成２２年度　全国大会予選山形地区予選会（ミニバスケットボール競技） 第１体育館

 〃 山形市中学校スポーツ教室 武道場

 ２０日（土） 三大学交流弓道大会 弓道場

 ２１日（日） 第１７回　山形市障害者水泳競技大会 屋内プール

 〃 健康頭づくり事業　第６７回健康保険卓球大会 第２体育館

 〃 スポーツリーダー養成講習会 第２体育館

 ２３日（火） 第１４回　山形ミニソフトバレーボールフェスティバル 第１体育館

２７日（土）～２８日（日） 第４２回　全国高等学校バレーボール選抜優勝大会山形県予選 第１・２体育館

第１・２体育館
テニスコート



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

☆平成22年度 12月分 抽選会日程について

◆屋内プールは大会や講習会の為、下記の期日、または時間について一般
開放を行いませんのでご注意下さい。

○11月７日（日） 第21回秋季東北マスターズ水泳競技会（終日）
○11月14日（日） 山形県水泳連盟講習会（14：00～16：00）
 上記以外の時間は一般開放を行います。
○11月21日（日） 第17回山形市障害者水泳競技大会（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11月10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11月４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。

この度、トレーニングルームをキレ
イにリニューアルいたしました♪
今後、フリーウエイトを導入予定
です！
スポーツの秋。是非、トレーニング
ルームをご利用下さい。

●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

※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。

お問い合わせ先

☆トレーニングルームがリニューアルOPEN!!

キッズスケート＆親子スケートキッズスケート＆親子スケートキッズスケート＆親子スケート

☆

11/27・12/4、11、18、25

キッズスケートコース（８回） 親子スケートコース（５回）

2010/11/24～2011/1/26 2010/11/27～12/25

☆

☆

☆

2010/11/24・12/1、8、15、22
2011/1/12、19、26

初心者・経験者を問わず、『基礎スケーティング』の
技術を身につけることを目的とする。また、スクール
を通じて、スケートの楽しみにふれる機会とする。

『基礎スケーティング』の技術を親子で身につける
ことを目的とする。また、スクールを通して、親子
の『スポーツを通したふれあい』の機会とする。

17：00～18：30
10：30～12：00※12/22は冬休み期間の為

16：30～18：00となります

対象：小学１年生～６年生 対象：小学生とその親

☆定員：40名 定員：20組40名

参加料：１人／4,000円 参加料：１組／5,000円
傷害保険料を含む 傷害保険料を含む

スケート靴をお持ちでない方は別途貸靴代が必要となります
各コース共に、定員を超えた場合は抽選となります

会場：山形市総合スポーツセンター　スケート場
講師：山形市スケート協会　指導者

↓↓↓ お問合せ ↓↓↓
↓↓ お申込先 ↓↓

財団法人山形市体育協会
〒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　事務局
Tel 023－625－2288

E-mail　sports-school@yamagatasi-taikyou.jp
URL　http://yamagatasi-taikyou.jp

《お申込み方法》

《必 要 事 項》

お申込みは、下記必要事項を記載し、当協会まで、はがき、E-mail、来館にてお申込み下さい。
※電話でのお申込みは、受付しておりません。

《お申込み〆切》
平成22年11月14日（日）

①氏名（フリガナ）　②年齢　③住所　④連絡先（緊急連絡先）　⑤希望コース



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

☆平成22年度 12月分 抽選会日程について

◆屋内プールは大会や講習会の為、下記の期日、または時間について一般
開放を行いませんのでご注意下さい。

○11月７日（日） 第21回秋季東北マスターズ水泳競技会（終日）
○11月14日（日） 山形県水泳連盟講習会（14：00～16：00）
 上記以外の時間は一般開放を行います。
○11月21日（日） 第17回山形市障害者水泳競技大会（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11月10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11月４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。

この度、トレーニングルームをキレ
イにリニューアルいたしました♪
今後、フリーウエイトを導入予定
です！
スポーツの秋。是非、トレーニング
ルームをご利用下さい。

●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

※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。

お問い合わせ先

☆トレーニングルームがリニューアルOPEN!!

キッズスケート＆親子スケートキッズスケート＆親子スケートキッズスケート＆親子スケート

☆

11/27・12/4、11、18、25

キッズスケートコース（８回） 親子スケートコース（５回）

2010/11/24～2011/1/26 2010/11/27～12/25

☆

☆

☆

2010/11/24・12/1、8、15、22
2011/1/12、19、26

初心者・経験者を問わず、『基礎スケーティング』の
技術を身につけることを目的とする。また、スクール
を通じて、スケートの楽しみにふれる機会とする。

『基礎スケーティング』の技術を親子で身につける
ことを目的とする。また、スクールを通して、親子
の『スポーツを通したふれあい』の機会とする。

17：00～18：30
10：30～12：00※12/22は冬休み期間の為

16：30～18：00となります

対象：小学１年生～６年生 対象：小学生とその親

☆定員：40名 定員：20組40名

参加料：１人／4,000円 参加料：１組／5,000円
傷害保険料を含む 傷害保険料を含む

スケート靴をお持ちでない方は別途貸靴代が必要となります
各コース共に、定員を超えた場合は抽選となります

会場：山形市総合スポーツセンター　スケート場
講師：山形市スケート協会　指導者

↓↓↓ お問合せ ↓↓↓
↓↓ お申込先 ↓↓

財団法人山形市体育協会
〒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　事務局
Tel 023－625－2288

E-mail　sports-school@yamagatasi-taikyou.jp
URL　http://yamagatasi-taikyou.jp

《お申込み方法》

《必 要 事 項》

お申込みは、下記必要事項を記載し、当協会まで、はがき、E-mail、来館にてお申込み下さい。
※電話でのお申込みは、受付しておりません。

《お申込み〆切》
平成22年11月14日（日）

①氏名（フリガナ）　②年齢　③住所　④連絡先（緊急連絡先）　⑤希望コース



平成22年11月20日（土）午前10時より　オープニングセレモニーを行います。午前10時より　オープニングセレモニーを行います。

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

山形市総合スポーツセンター山形市総合スポーツセンター

平成22年11月20日（土）午前10時より　オープニングセレモニーを行います。午前10時より　オープニングセレモニーを行います。平成22年11月20日（土）午前10時より　オープニングセレモニーを行います。
オープン初日及び平成23年元旦は無料開放いたします。（貸靴料は別途掛かります。）貸靴料  300円

施  設  名

スケート場

平　　日
土・日・祝祭日

13：00 から 21：00 まで
10：00 から 18：00 まで

◎一般開放時間（開放期間内フリータイム）

◎休場日
 ・12月31日（金）
 ・大会等及び天候等により一般開放を中止する
 場合があります。一　　　律

5,000円
3,000円

200円

500円
300円

300円
2,000円

◎普通使用料
使用者区分 使用区分

１人１回

回数券使用
11回分

貸　靴　料

使 用 料

※但し、平日でも小中学校の冬季休業期間中（平成22年12月22日から
　１月10日まで）は、10時から18時までとなります。

お問い合わせ先 山形市総合スポーツセンター　事務室　電話 023（625）2288（代）
スケート場直通　電話 023（625）8252　　　

開放期間 平成22年　　月　　日（土）～平成23年 　月　　日（日）　11　20 ２ 27

氷上フェスティバル

屋外スケート場がオープンします屋外スケート場がオープンします
平成22年　　月　　日（土）～平成23年 　月　　日（日）　11　20 ２ 27

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.41 ●2010.11月号

〒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

11月の大会予定11月の大会予定11月の大会予定
◆スポーツセンター

場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

◆県体育館・武道館
場所日 大会等名など

 ３日（水） 県トップ３６卓球選手権大会 主競技場

 〃 極真空手団体戦・演武会 小競技場

 〃 安達道場空手選手権 剣道場

 ６日（土）～７日（日） 県高校新人フェンシング競技 主競技場

 １２日（金） 山形Ｖカレッジクラスマッチ 主・小競技場

１２日（金）～１３日（土） 県中学新人バスケ決勝大会 主・小競技場

場所日 大会等名など

 １４日（日） 連盟杯家庭婦人バレー大会 主競技場

 〃 市民親善柔道大会 柔道場

２０日（土）～２１日（日） 地区卓球講習会 主競技場

 ２３日（火） ジャワ杯県高校一年生バドミントン大会 主・小競技場

２６日（金）～２８日（日） 全国高校柔道選手権県予選 主競技場

 ２８日（日） 山形シニアバドミントン大会 小競技場

場所日 大会等名など

◆市体育館（南部・江南・福祉）

 13 日（土） 山形地区小学校バレーボール講習会 江南体育館

 1４日（日） 平成 22 年度　みちのく杯屋内アーチェリー大会　兼第12回ウィンターカップ 福祉体育館

 21日（日） 第 22 回　山形市長杯交流インディアカ大会 江南体育館

場所日 大会等名など

 27 日（土） 山形ウェスト小学生バレーボール大会 江南体育館

 28 日（日） 山形市スポーツ少年団認定員講習会 江南体育館

◆屋外施設
場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

 13 日（土） 東北みちのくU-15サッカーリーグ入替戦 山形市陸上競技場

 1４日（日） 東北社会人サッカーリーグチャレンジマッチ戦 山形市陸上競技場

 〃 山形県還暦野球大会地区大会 鋳物町運動広場

 21日（日） 第19 回　六中杯親善野球大会 市ソフトボール場

 〃 沼木ソフト大会（予備日） 西部運動広場

 23 日（火） 第19 回　六中杯親善野球大会 西部運動広場

 3 日（水） 第10 回　六稜杯大会 西部運動広場

 6 日（土） 東北大学サッカーリーグ戦 山形市陸上競技場

 7日（日） モンテディオ山形ユース大会 山形市陸上競技場

 〃 蔵王杯 

 〃 沼木ソフト大会 西部運動広場

 〃 山形県還暦野球大会地区大会 鋳物町運動広場

13日（土）～14日（日） 秋季ふじかげ杯 西部運動広場

一　　　般
高　校　生

中学生以下

一　　　般
高　校　生

中学生以下

流通野球場
市ソフトボール場

２日（火）～３日（水） 山形市体育振興会連合会交流大会 第１体育館・多用途広場

 ３日（水） 秋季山形市民テニス大会　一般（ＡＢ）ミックスダブルス テニスコート

 〃 村山地区高等学校弓道錬成大会 弓道場

６日（土）～７日（日） 山形県高等学校新人体育大会 

 〃 第２１回　秋季東北マスターズ水泳競技大会 屋内プール

 〃 山形県武術太極拳連盟　初段検定 武道場

 ６日（土） 山形県中学校新人体育大会　決勝大会（サッカー競技） 多用途広場

 ７日（日） 第１１回　山形地区弓道選手権大会 弓道場

 ９日（火） 山形市立第七中学校　総合学習発表会 第１体育館

１２日（金）～１３日（土） 山形県中学校なぎなた大会 武道場

 １２日（金） 山形市立第五中学校　PTA 親子行事 第１体育館

１３日（土）～１４日（日） 山形市長杯トランポリン競技選手権大会 第１体育館

　 １３日（土） 平成22年度第二回山形県小学校卓球強化合宿 第１体育館

 １４日（日） 山形県高等学校遠的錬成会 弓道場

 〃 第１８回　山形市バウンドテニス市民大会 第２体育館

 〃 山形市長杯争奪市民親善柔道大会 武道場

２０日（土）～２１日（日） 平成２２年度　全国大会予選山形地区予選会（ミニバスケットボール競技） 第１体育館

 〃 山形市中学校スポーツ教室 武道場

 ２０日（土） 三大学交流弓道大会 弓道場

 ２１日（日） 第１７回　山形市障害者水泳競技大会 屋内プール

 〃 健康頭づくり事業　第６７回健康保険卓球大会 第２体育館

 〃 スポーツリーダー養成講習会 第２体育館

 ２３日（火） 第１４回　山形ミニソフトバレーボールフェスティバル 第１体育館

２７日（土）～２８日（日） 第４２回　全国高等学校バレーボール選抜優勝大会山形県予選 第１・２体育館

第１・２体育館
テニスコート




