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新 財団法人山形市体育協会 誕生!!

体育協会は
４月１日に新たにスタートしました。
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　昨年来準備を進めてきましたが、（財）山形市体育協会と（財）山形市スポーツ振興事業団
は、成20年４月１日に統合しました。
　（財）山形市体育協会は、これまで競技スポーツの普及と市民のスポーツの振興を中心に

事業の展開をしてきました。一方（財）山形市スポーツ振興事業団は、スポーツ施設の管理運営を中心にスポーツ
の振興に取り組んできました。
　これからは、両団体のこれまで培ってきたノウハウを活かして、市民との協働による「生涯スポーツ社会の実現」
を目指したスポーツ振興を推進していく所存であります。
　今後とも体育協会に対するご支援・ご指導をよろしくお願い申し上げます。

会  長　早  坂  　  孝

〒990-2477
山形市長苗代６１番地 （山形市スポーツ会館内）
TEL023-647-4175　FAX023-645-5595
URL http://yamagatasi-taikyou.jp/

山形市総合スポーツセンター

〒990-0075
山形市落合町１番地
TEL023-625-2288　FAX023-625-2285
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お 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せ

■基本方針
１．市民一人ひとりが、それぞれの年齢層やラ
イフスタイルに応じ、主体的にスポーツ活動
を楽しむことができることを基本として、健
康で豊かな生涯スポーツ社会の実現を目指し
ます。

２．スポーツの持つ社会的意義を生かして、住
民が主体となった「新たな生涯スポーツ振興
のしくみづくり」を目指し、住民の交流を促
進し新たなコミュニティを形成します。

３．地域におけるスポーツ振興を基調とし、各
地区に「総合型地域スポーツクラブ」を設立
させ各体育施設を事業拠点として効果的に活
用しながら事業を推進します。

４．競技スポーツの振興を図り、各競技力を高
めるためジュニア期からの一貫した選手育成
と優れた指導者の養成を目指します。

■事業内容
１．スポーツ振興策の確立に関する事業

２．スポーツ精神の高揚に関する事業

３．加盟団体の指導及び強化発展並びに団体相互
の連絡調整に関する事業

４．スポーツ行事の開催及び援助に関する事業

５．各種スポーツの普及事業の実施に関する事業

６．スポーツ指導者の育成に関する事業

７．スポーツ少年団の育成に関する事業

８．関係諸機関との協力調整に関する事業

９．体育・スポーツに関する表彰に関する事業

10．スポーツの振興についての広報活動及び調査
研究に関する事業

11．スポーツ施設等の管理運営に関する事業

12．その他本会の目的を達成するため必要な事業

◆山形市総合スポーツセンター
　５月22日（木）～23日（金）

ボイラー検査の為、シャワーの温水が
出ませんのでご了承下さい。
　

◆山形市総合スポーツセンター
　屋内プール  ５月31日（土）

村山地区高校総体水泳競技大会の為、
一般開放はしておりません。

施設のお知らせ

◆山形市スポーツ少年団事務局
は、山形市総合スポーツセン
ターへ移転しました。
※団員の追加登録等は総合ス
ポーツセンターへお越し下さい。

　◆山形市レクリエーション協会
事務局は、山形市総合スポー
ツセンターへ移転しました。

事務局移転のお知らせ
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お 知 ら せお 知 ら せ

 教室名 期日 曜日 回数 対象 定員 参加料 申込締切日

第１回 キッズスイミングスクール

第２回 キッズスイミングスクール

第１回 ジュニアスイミングスクール

第２回 ジュニアスイミングスクール

5／10～7／12
17：30～18：30

5／10～7／12
18：30～19：30

5／9～7／11
16：30～17：30

5／9～7／11
17：30～18：30

土曜

金曜

各30名

各30名

40組80名

20組40名

3,000円

2,500円

4／24
PM12：00

 

4／24

10回

８回

小学１年生～３年生

小学４年生～６年生

●小学生対象

 教室名 期日 曜日 回数 対象 定員 参加料 申込締切日

春期 親子体操スクール

春期 親子スイミングスクール

5／13～7／1
10：30～11：30

5／15～7／24
18：30～20：00

火曜

木曜

4,000円

8,000円

5／5

5／5

８回

10回

保護者と子
（２～４才）

保護者と子
（１～２年生）

●親子対象

30名

20名

20名

 教室名 期日 曜日 回数 対象 定員 参加料 申込締切日

ゴルフスクール

女性サッカースクール

弓道教室

5／12～7／14
18：30～20：30

5／13～7／22
19：00～21：00

5／14～7／16
18：30～20：30

月曜

火曜

水曜

高校生以下  1,000円
一　　般  2,000円

高校生以下  3,000円
一　　般  5,000円

高校生以下  3,000円
一　　般  6,000円

5／5

5／5

5／5

10回

10回

10回

小学１年生以上と一般

小学生から一般

中学生以上の方

●小・中学生～一般対象

35名

30名

25名

30名

30名

50名

50名

 教室名 期日 曜日 回数 対象 定員 参加料 申込締切日

アクビクススクール

春期 レクリエーションスクール

春期 スイミングスクール（一般）

シニア健康エクササイズスクール

第１回 ウォーキングスクール

第１回 ピラティススクール

第１回 ヨガスクール

5／8～6／26
15：00～16：30

5／14～7／16
10：00～12：00

5／13～7／15
10：30～12：00

5／16～7／18
10：00～11：00

5／15～5／29
9：00～11：00

5／13～10／7
19：00～20：30

5／16～7／25
18：30～20：00

木曜

水曜

火曜

金曜

木曜

火曜

金曜

5,000円

4,000円

6,000円

4,000円

1,200円

10,000円  

5,000円

5／1

5／5

5／5

5／9

5／9

5／5

5／13

８回

10回

10回

10回

３回

22回

10回

一　　般

一　　般

一　　般

一　　般

一　　般

一般女性

一　　般

●一般対象

※スポーツ教室の詳細につきましては、電話か当協会ホームページでお問い合せ下さい。
※６月以降のスポーツ教室は、当協会ホームページか毎月発刊の体協だよりからご覧頂けます。
　ホームページアドレス　http://yamagatasi-taikyou.jp



５月の大会予定５月の大会予定５月の大会予定５月の大会予定５月の大会予定
◆スポーツセンター

 ３日（土） 第19回山形県バウンドテニス選手権大会 第一体育館

 〃 山形南高校杯高校団体戦 テニスコート

 ３日（土）～５日（月） 山形県「べにばな杯」ジュニアユース　サッカー選手権大会 多用途広場

 ４日（日） 山形県高校研修大会 テニスコート

 ４日（日）～５日（月） 第１回北海道・東北なぎなた交流大会 第一体育館

 ５日（月） 商門杯ソフトテニス大会 テニスコート

 ９日（金）～11日（日） 村山地区高校総合（弓道競技） 弓道場

 10日（土） 村山地区高校総合（体操競技） 第一体育館・第二体育館

 10日（土）～11日（日） 村山地区高校総合（柔道競技） 武道場

 〃 村山地区高校総合（ソフトテニス競技） テニスコート

 〃 村山地区高校総合（サッカー競技） 多用途広場

 14日（水）～16日（金） キョードー東北 第一体育館

 17日（土） 国民体育大会弓道競技少年の部　選抜選手村山地区選考会 弓道場

 17日（土）～18日（日） 第２回天皇杯・皇后杯　全日本バレーボール選手権大会　県予選 第一体育館・第二体育館

 18日（日） 第54回春期山形市長杯大会 多用途広場

 20日（火） 第15回ジャワ杯 テニスコート

 24日（土） 山形市体育指導員研修会 多用途広場

 24日（土）～25日（日） 第８回北日本医歯薬看護学生大会（バレーボール競技） 第一体育館

 〃 春期山形市市民テニス大会 テニスコート

 〃 南東北小学生ソフトテニス大会 　　 〃

 25日（日） 第30回山形市空手道選手権 第二体育館

 〃 武術太極拳普及指導員認定試験 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

 31日（土） 村山地区高校総体水泳競技 屋内プール

 〃 第27回山形市レクリエーション大会 全館

〒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

Enjoy Sports

財団法人山形市体育協会

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．023-635-1711　FAX．023-635-2285
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

 11日（日） 第44回サンライズカップ 江南

 17日（土） 第１回山形市スポーツ少年団体力測定 江南

 18日（日） 第１回山形市連盟杯バレーボール大会 江南

 25日（日） 国民体育大会及び東北総体　山形地区予選会 江南

 31日（土）～１日（日） 第27回山形市レクリエーション大会 江南・福祉

施　　設日 大 会 等 名 な ど


