
　2009年12月23日（水・祝日）山形市総合スポーツセンター／スケート場にて氷上フェ
スティバルが開催されました。10：00より開始された様々な種目では、大人も子供も笑
顔で挑戦していました。長靴で歩くスケートリンクはいつもの道とは勝手が違い、その恐
る恐る歩く子供達はとても可愛らしく、冬のスケートリンクが、ほんわかとした温かさに
包まれていました。

１月の大会予定１月の大会予定 体協だより
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賛助会員の募集について賛助会員の募集について

氷上フェスティバルには、581名の方々にご参加いただきました。
ご参加ありがとうございました。



お 知 らお 知 ら せお 知 らお 知 ら せお 知 ら せ
スポーツセンター屋内プールからのお知らせ
●屋内プールは大会等の為、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24日（日） 第32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（8：00～12：00）

山形市出身の加藤条治選手が
バンクーバー男子500mに出場決定!!

　山形市出身の加藤条治選手（日本電産サンキョー・山形中央高校出）は日本スケート連盟が定めた
バンクーバー五輪代表の内定基準をクリアして五輪代表に決定しました。
☆バンクーバーオリンピック男子500mは、第４日目２月15日（月）：日本時間 翌6:00～☆

みんなで加藤条治 選手を応援しよう!!

当協会職員の齋藤梢選手が
ホノルルマラソン初出場で女子第９位 入賞!!

《齋藤梢選手 本人からのコメント》

　第８回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会の19部門ハーフ女子一般の部（18歳～39歳）で
優勝し、2009ホノルルマラソンに招待されました。
　初のホノルルマラソン、フルマラソンを走った経験がなく不安がたくさんある中での挑戦でしたが、
タイムは、２時間51分26秒で見事完走し、なんと女子10,038名中第９位（男女合計20,547名中では
49位）でゴールし入賞しました!!

ホノルルマラソンの
完走賞状と完走メダル！！

レース後に食べた
デカ盛のご褒美ケーキ
美味しく頂きました。

６月に行なわれた、ひがしねさくらんぼマラソンで優勝し、その副賞としてホノ
ルルマラソンに出場して来ました。
海外でのレース、朝の５時スタート、初マラソン……
不安もありましたが、参加人数も多く、スタート時には花火も上がり、お祭りの
ような雰囲気で終始リラックスして走れました。走っている時は、全く順位やタ
イムも考えていなかったのですが、終わってみれば、９位という結果に自分自身

もびっくりでした。
今回すごく良い体験ができたので、この経験をこれからにつなげた
いです。



お 知 ら せお 知 ら せ Sports Schoolスポーツスクールのお知らせ
キッズスイミングスクール
２ND  Aコース

日時 平成22年１月16日～３月20日  毎週土曜日  計10回
 10：00－11：00
場所 山形市立第一小学校  屋内プール　
対象 小学１年生～３年生
定員 30名（抽選）
申込締切：１月５日（火）までのお申込期間となります

KIDS SWIMMING SCHOOL 2ND-Acours

キッズスイミングスクール
２ＮＤ  Ｂコース

日時 平成22年１月16日～３月20日  毎週土曜日  計10回
 11：00－12：00
場所 山形市立第一小学校　屋内プール　
対象 小学１年生～３年生
定員 30名（抽選）
申込締切：１月５日（火）までのお申込期間となります

KIDS SWIMMING SCHOOL 2ND-Bcourse

ジュニアスイミングスクール
２ND  Bコース

日時 平成22年１月13日～３月17日  毎週水曜日  計10回
 18：00－19：00
場所 山形市総合スポーツセンター　屋内プール　
対象 小学３年生～６年生
定員 30名（抽選）
申込締切：１月６日（水）までのお申込期間となります

JUNIOR SWIMMING SCHOOL 2ND-Bcourse

ラングラウフスキースクール

内容 初心者ラングラウフスキー
日時 平成22年２月７日（日）・２月11日（木）2回
 9：30－11：30
場所 山形市西公園・山形市少年自然の家
対象 小学１年生～６年生
定員 30名（抽選）
申込締切：１月31日（日）までのお申込期間となります

LANGLAUG SKI SCHOOL

ジュニアスイミングスクール
２ND  Aコース

日時 平成22年１月13日～３月17日  毎週水曜日  計10回
 17：00－18：00
場所 山形市総合スポーツセンター  屋内プール　
対象 小学３年生～６年生
定員 30名（抽選）
申込締切：１月６日（水）までのお申込期間となります

JUNIOR SWIMMING SCHOOL 2ND-Acourse

ウィンタースポーツスクール

当協会まで下記必要事項をそえて【TEL・FAX・E-mail】お申込み下さい。
必要事項…①氏名（フリガナ）②年齢 ③学校・学年 ④住所 ⑤電話番号 ⑥緊急連絡先

財団法人山形市体育協会（山形市総合スポーツセンター内事務局）

内容 ドッジボール（14日）
 雪上サッカー/雪合戦など（21日・28日）
日時 平成22年２月14日・21日・28日  日曜日  計３回
 9：30～11：30
場所 山形市総合スポーツセンター（14日）
 少年自然の家（21日・28日）
対象 小学１年生～6年生
定員 50名（抽選）
申込締切：１月31日（日）までのお申込期間となります

WINTER SPORTS SCHOOL

上記スクールへのお申込方法

TEL 023-625-2288／FAX 023-625-2285
E-mail  sports-school@yamagatasi-taikyou.jp



　当協会は、市民の皆様のスポーツに対する幅広いニーズに
応えるべく様々な活動を展開しております。私たちと一緒になっ
て、市民の皆様のスポーツ活動をバックアップしてくださる賛
助会員を募集しております。
　つきましたは、当協会の賛助会員になっていただき、物心
両面のご協力をお願い申し揚げます。

　◆賛助会員に対する事業
①会員には、会員証を交付する。
②「賛助会員」は、市体協発刊の機関誌等の配布を受けるこ
とができる。
③「賛助会員」は、市体協主催の講習会等に参加することが
できる。

◆会　　　費
　法人会員  １口 10,000円／個人会員  １口 5,000円
　
◆加入方法
　事業案内を充実させるため、より多くの新会員募集を務めて
おります。ご賛同頂ける方は、下記宛てにご連絡ください。
　
◆申込連絡先
財団法人山形市体育協会　　賛助会員担当：岡崎
　山形市スポーツ会館内事務局　
　TEL 023-647-41475　FAX 023-645-5595
　山形市総合スポーツセンター内事務局
　TEL 023-625-2288　FAX 023-625-2285

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

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
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

 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

 
会　　　場

 南部・江南・福祉体育館は、各体育館にて行います。
  沼の辺体育館は、山形市総合スポーツセンター（第１会議室にて行います）

 
時　　　間

 合宿を伴う　施設利用をご希望のお客様 午後１時より受付開始　午後１時15分より抽選開始

  施設のみ　　のご利用のお客様 上記合宿受付終了後受付開始　午後２時抽選開始

 会　　　場 山形市総合スポーツセンター　大会議室

 時　　　間 午後１時30分より受付開始　午後２時より抽選開始

◆山形市総合スポーツセンター　平成22年１月７日（木）開催

◆南部・江南・福祉・沼の辺体育館　平成22年１月８日（金）開催

平成22年　２月分の抽選日について（ご案内）

◆スポーツセンター
場　　所日 大 会 等 名 な ど

 ５日（火）～７日（木） 山形市体操協会  高校生・ジュニア合同練習会 第２体育館
 ９日（土）～10日（日） 新人強化錬成大会  剣道競技 第２体育館・剣道場
 10日（日） 成人の祝賀式 第１体育館
 11日（月） 山形市体操協会  高校生・ジュニア合同練習会 第２体育館
 16日（土） 中学校一年生大会  柔道競技 武道場
 〃 第４回さくらんぼテレビカップ  スピードスケート大会 スケート場
 17日（日） 第７回山形地区小学生クラブ大会  一次大会  バレーボール競技 第１・２体育館
 19日（火）～21日（木） キョードー東北  コンサート興行 第１体育館
 22日（金）～24日（日） 全日本高等学校選抜大会  東北地区予選  ソフトテニス競技 第１・２体育館
 24日（日） 2010年  山形県新春空手交流大会 武道場
 〃 第32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 屋内プール
 30日（土）～31日（日） 第22回山形市ジュニア体操選手権 第１・２体育館
 〃 山形市中体連柔道専門部 武道場

◆市体育館（南部・江南・福祉）
場　　所日 大 会 等 名 な ど

 24日（日） 第47回サンライズカップ　ミニバスケットボール競技 江南体育館
 〃 山形ミニテニス協会設立記念大会 福祉体育館
 31日（日） 子ども会育成連合会球技大会  第９回東部ブロックドッチボール大会 江南体育館

氷上フェスティバル

賛助会員の募集について賛助会員の募集について賛助会員の募集について賛助会員の募集について賛助会員の募集について


