
６月の大会予定６月の大会予定 体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.24 ●2009.6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

山形市陸上競技場山形市陸上競技場のご利用案内ご利用案内山形市陸上競技場山形市陸上競技場のご利用案内ご利用案内山形市陸上競技場のご利用案内
山形市体育協会 管理施設

＜平成21年度の一般開放＞
開放期間 平成 21年６月１日から平成21年11月30日まで
開放時間 ９：00～ 21：00
開放曜日 金曜日・土曜日・日曜日
休 場 日 保守点検日・養生日（月曜日～木曜日）
受付時間 山形市陸上競技場12：00～ 17：00

※天候及び芝の状態によって使用の中止・制限を行うことがあります。
※養生日中の使用希望については、山形市体育協会及び芝管理受託者
　との協議により判断いたします。

※高校生以下が使用する場合は、それぞれの使用料の１/２の額とする。
※準備で使用する場合は、それぞれの使用料の１/２の額とする。

＜照明設備等使用料＞

＜山形市屋外体育施設 山形市陸上競技場 抽選会 予約方法＞
Ⅰ．抽選会について

抽選会翌日12時～ 17時までに山形市陸上競技場事務室で先着順に
受付します。月末まで参加料を添えて申請してください。

山形市陸上競技場
住所：山形市薬師町二丁目 22-72
電話：０２３－６４１－１９５６
Fax：０２３－６４１－１９５６

照明設備300ルックス
放送設備
スコアボード
クラブハウス
冷暖房設備

＜使用料金＞

使用時間区分 ９時～
　12時

18時～
　21時

15時～
　18時

12時～
　15時 使用料

入場料を徴収しない場合
入場料を徴収する場合

一使用時間区分につき
4,500円
22,500円

使用単位 使用料設　備　名

１時間までごと

6,000円
300円
400円
1,000円
500円

抽選会後月末までに使用料を添えて
山形市陸上競技場事務室で手続きを完了してください。

抽 選 会

使用申請

毎月10日 ９時から
翌月分の抽選会を山形市陸上競技場内クラブハウスで行います。
※抽選会当日は、８：30～９：00までに受付を終了してください。

Ⅱ．抽選会での申込制限

金曜日
土曜日
日曜日

９時から21時（4区分） １団体１週間１回まで

※抽選会に参加した団体は、毎月17日から制限なく予約できます。
※抽選会に参加していない団体は、の翌日13時から、空いている
　施設に限り制限なく予約できます。

Ⅲ．抽選会後の申込について
山形市陸上競技場
事務室へ直接来場

電話予約
電話でのお申込みは出来ません。
空き状況についてのお問い合わせについてはお答えします。
※電話でのお問い合わせは、12時～17時より受付けております。

＜平成21年度分の抽選会日程・会場＞

６月分
７月分
８月分
９月分
10月分
11月分

抽選日毎月10日 抽選会会場

山形市陸上競技場
クラブハウス

５／10（日）
６／10（水）
７／10（金）
８／10（月）
９／10（木）
10／ 10（土）

<お問合わせは>



スポーツスクールのお知らせスポーツスクールのお知らせお 知 らお 知 ら せお 知 らお 知 ら せお 知 ら せ

屋内プールからのお知らせ
●下記の日は一般開放の時間を変更します。
６月19日（金）は、第62回山形市中学校総合体育大会のために10：30～14：30の時間帯
のみ一般開放になります。
●下記の日は一般開放を行いません。
　６月20日（土）～21日（日）　山形市中学校総合体育大会

屋外プールオープンのお知らせ
開放施設　山形市総合スポーツセンター屋外プール・北市民プール・みなみ市民プール
開放期間　平成21年７月５日（日）～８月30日（日）
 ※平成21年７月５日（日）は市制記念日のため、無料開放を予定しております。

スポーツセンターからのお知らせ

ご意見・ご要望を直接お聞かせ下さい。

～利用者との意見交換会の開催～～利用者との意見交換会の開催～～利用者との意見交換会の開催～～利用者との意見交換会の開催～～利用者との意見交換会の開催～
　日ごろ当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。この度、皆様が普段ご利用
になっている中でのご意見やご要望等を直接お伺いする機会を設け、今後更に良い施設運
営・サービス向上を行うために役立てたいと考えております。
　つきましては、標記の意見交換会を開催いたしますので、お気軽にご参加下さい。

１．目　　的　　利用者が主役の施設づくりを目指すとともに、開かれた活力のある
施設運営を目指す。

２．日　　時　　平成 21年６月25日（木）19：00～
３．会　　場　　山形市総合スポーツセンター　３階　第四会議室

４．内　　容　　当協会が管理する山形市総合スポーツセンター・江南体育館・
南部体育館・福祉体育館について、ご意見をお伺いします。
① 器具・設備について　　② 使用時間・休場日・使用料等について
③ 抽選会について　　　　④ その他

５．参加方法　　事前の申込は必要ございません。直接会場にお集まり下さい。

６．問合せ先　　山形市総合スポーツセンター（財団法人山形市体育協会）
担当　施設管理部門　渡邊（Ｔ）６２５－２２８８

 （Ｆ）６２５－２２８５

記

ゴルフ

スクール

ソフトテニス

スクール

テニス

スクール

気軽にスポーツを。スポーツを通じて友達を。スポーツで健康を。

あなたスタイルのスポーツライフを始めませんか？



７月７日～８月13日 （火・木） 計 10回
10：00～ 12：00　一般男女対象
参加料 6,500 円（傷害保険料込）
会　場 ： 山形市総合スポーツセンター　テニスコート

スポーツスクールのお知らせスポーツスクールのお知らせスポーツスクールのお知らせスポーツスクールのお知らせスポーツスクールのお知らせ

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

〒990ー0075 山形市落合町1番地
TEL.023-625-2288　FAX.023-625-2285
URL　http://yamagatasi-taikyou.jp
E-mail　info@yamagatasi-taikyou.jp

お 知 ら せお 知 ら せ

～利用者との意見交換会の開催～～利用者との意見交換会の開催～

７月６日～11月30日 （月） 5ヶ月 20回
Aコース→10：00～ 12：00（一般対象）
Bコース→18：30～ 20：30（小学1年生～一般対象）
参加料：1,500 円／月会費（傷害保険料込）
ボール代別途 1,000円（毎回）　※小学生はボール代無料
会　場：盃山ゴルフ

７月６日～11月30日 （月） 5ヶ月 20回
Aコース→10：00～ 12：00（一般対象）
Bコース→18：30～ 20：30（小学1年生～一般対象）
参加料：1,500 円／月会費（傷害保険料込）
ボール代別途 1,000円（毎回）　※小学生はボール代無料
会　場：盃山ゴルフ

ゴルフゴルフ

スクールスクール

ゴルフ

スクール

７月７日～８月18日 （火・木） 計 12回
18：00～ 20：00　小学3年生～6年生対象
参加料 5,000 円（傷害保険料込）
会　場 ： 山形市総合スポーツセンター　テニスコート

７月７日～８月18日 （火・木） 計 12回
18：00～ 20：00　小学3年生～6年生対象
参加料 5,000 円（傷害保険料込）
会　場 ： 山形市総合スポーツセンター　テニスコート

ソフトテニスソフトテニス

スクールスクール

ソフトテニス

スクール

７月７日～８月13日 （火・木） 計 10回
10：00～ 12：00　一般男女対象
参加料 6,500 円（傷害保険料込）
会　場 ： 山形市総合スポーツセンター　テニスコート

テニステニス

スクールスクール

テニス

スクール

♪山形市体育協会スポーツクラブ♪♪山形市体育協会スポーツクラブ♪
気軽にスポーツを。スポーツを通じて友達を。スポーツで健康を。気軽にスポーツを。スポーツを通じて友達を。スポーツで健康を。

あなたスタイルのスポーツライフを始めませんか？あなたスタイルのスポーツライフを始めませんか？

気軽にスポーツを。スポーツを通じて友達を。スポーツで健康を。

あなたスタイルのスポーツライフを始めませんか？

親子体操コース

キッズスポーツコース

バスケットボールコース

親子（２～４歳）

小学生

小学生

6/5 ～ 3/12（金）
10：30～ 11：30

6/3 ～ 3/3（水）
16：30～ 18：30

6/4 ～ 3/4（木）
18：00～ 19：30

年間一括 12,000 円
分割 3,000 円（2か月ごと）

年間一括 8,000 円
分割 2,000 円（2か月ごと）

年間一括 8,000 円
分割 2,000 円（2か月ごと）

コース 対　象 期　間 料　金

☆興味のある方、申し込みされる方はお気軽に当協会までご連絡下さい☆



６月の大会予定６月の大会予定６月の大会予定６月の大会予定６月の大会予定
◆スポーツセンター

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

管
理
施
設

場　　所日 大 会 等 名 な ど

 
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（４月～１１月　＊天候不良等により変動あり）

 
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（第一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21年６月11日（木）開催
平成21年　７月分の抽選日について（ご案内）

◆南部・江南・福祉・沼の辺体育館　平成21年６月12日（金）開催

◆市体育館（南部・江南・福祉）

山形市陸上競技場のご利用案内山形市陸上競技場のご利用案内

 ２（火） 2009ダンロップレディーステニストーナメント テニスコート
 ４（木）～７（日） 県高等学校総合体育大会　バスケットボール競技 第１体育館
 ５（金）～７（日） 県高等学校総合体育大会　ソフトテニス競技 テニスコート
 ６（土） 第62回東南村山地区勤労者体育祭　ソフトボール大会 多用途広場
 ７（日） 県高等学校総合体育大会　空手競技 第２体育館・武道場
 〃 山形県ジュニア杯サッカー大会山形地区決勝大会 多用途広場
 12（金）～13（土） 国民体育大会村山地区予選会　弓道競技少年の部 弓道場
 13（土） 国体少年村山地区予選 テニスコート
 〃 山形県高校サッカーリーグ戦大会 多用途広場
 13（土）～14（日） 第７回北海道・東北マスターズインディアカ大会 第１体育館
 14（日） 山形県クラブ対抗ソフトテニス大会 テニスコート
 〃 第24回べにばな国体記念大会　ソフトボール 多用途広場
 16（火） 2009桑名杯レディーステニス大会 テニスコート
 19（金）～21（日） 第62回山形市中学校総合体育大会（バスケ・新体操・柔道・水泳） 第１・２体育館・武道場・屋内プール
 19（金）～22（月） 第62回山形市中学校総合体育大会　サッカー競技 多用途広場
 20（土）～22（月） 第62回山形市中学校総合体育大会　ソフトテニス競技 テニスコート
 26（金）～７／２（木） 東日本学生ソフトテニス選手権大会 テニスコート
 27（土） 山形県高校サッカーリーグ戦大会 多用途広場
 28（日） 地区連対抗大会兼国体山形地区予選 弓道場
 〃 第８回ナイスサポートソフトボール大会 多用途広場
 30（火）～７／１（水） 山形城北高校クラスマッチ 第１・２体育館・多用途広場

場　　所日 大 会 等 名 な ど
 ７（日） 第35回YTS杯山形県家庭婦人バレーボール優勝大会山形市予選会 江南体育館
 14（日） 全国小学生大会　山形地区二次大会 江南・福祉体育館
 19（金）～21（日） 第62回山形市中学校総合体育大会　バレーボール競技 江南体育館
 27（土） 第62回東南村山地区勤労者体育祭　バレーボール・卓球大会 江南体育館
 28（日） 山形県大会兼山形市エアロビックフェスティバル 江南体育館


