
謹賀新年謹賀新年
本年もよろしくお願いいたします本年もよろしくお願いいたします

　大変お待たせいたしました。平29年12月16日より福祉体育館の貸出を
再開いたしました。
　日頃よりご利用いただいている皆様には大変ご不便おかけいたしました。
　耐震工事及びフロアメンテナンスを終えキレイになった福祉体育館。
　今後とも皆様の運動生活を支えさせていただきます！！

平成29年度 スキージャンプアスリート発掘・育成事業
～今年度分全ての活動が終了しました～

　「クラレ蔵王シャンツェ（山形市蔵王ジャンプ台）での地元選手の活躍」を目的に、スキージャンプの
本格的な競技活動を行う標記事業の今年度分の活動が無事に終了しました。小学５、６年生各１名、計２
名でスタートし、陸上トレーニングを重ねた後、秋田県鹿角市へ遠征を行いスキージャンプの実技トレー
ニング合宿を実施しました。ここにはＫ=20ｍ、30ｍ、50ｍ、78ｍの計４台のジャンプ台（夏冬利用可
能）が備わっており、蔵王（Ｋ=95m）へのステップアップ向け最適な練習会場となっています。初めは
Ｋ=20ｍから練習を開始しましたが、合宿最終日にはＫ=30ｍのジャンプを飛ぶことができ、今後の成長
にも期待がもてます。蔵王ジャンプ台へつなげるため、来年度以降のプログラムについても企画・検討中
ですので、今後の彼女たちの活躍に注目してください！
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★各施設の大会予定については，当協会HPをご覧ください★
（公財（公財）山形市体育協会ホームページより『管理施設のご紹介』→『大会予定結果』よりご覧下さい
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施設紹介

お知らせ

平成29年度 ３月分  抽選会日程等について

山形市総合スポーツセンター【第１体育館】

【山形市総合スポーツセンター　駐車場混雑予想】
　×…大変混雑する可能性があります　△…通常時より混雑する可能性があります
　×…１月７日（日）　13日（土）　14日（日）　27日（土）　28日（日）
　△…１月８日（月）　20日（土）

【１月 屋内プール休場日等のご案内】
　１月20日（土）　山形市中学校体育連盟スポーツ教室開催のため　13：00より開場いたします
　１月28日（日）　JOC山形県予選会開催のため　終日休場いたします

【詳　細】
　競技フロア（55ｍ×40ｍ）
　◆バレーボール（４面）　◆バスケットボール（２面）
　◆ハンドボール（２面）　◆バドミントン（12面）
　◆卓球（24面）

　付帯設備
　◆役員控室　◆控室１～３　◆放送室　◆記者室
　◆男女更衣室／シャワー付き（男女各１室）
　◆男女審判員控室（男女各１室）
　◆ランニングコース（３F観客席外周：１週240ｍ）

　貸出時間
　◆９：00～21：00（３時間１区分　全４区分）

☆冷暖房設備があり、様々なインドアスポーツや展示
会・コンサート等の文化イベントにも最適な施設です

所　在　地：山形市落合町１番地
電話番号：023－625－2288

※詳細につきましては、各抽選会場へお問い合わせください

『山形県体育館・武道館の施設利用について』　お問い合わせ先　023－644－5656
 ①利用希望申込を使用前月の１日から11日の間に、来館若しくはお電話にてお知らせください。
 ②利用希望の可、不可の確認は、利用前月の16日よりご確認出来ます。
 ③毎月16日より、翌月までの施設の空き部分について、随時ご予約が可能です。

施　設　名 お問い合わせ先抽　選　日　程

平成30年２月７日(水) 023－625－2288

山形市総合スポーツセンター テニスコート ※１ 023－625ー2630

山形市江南体育館 023－684－4296
023－635－1771
023－641－6705

023－625－2288
山形市球技場 023－674－7096

山形市総合スポーツセンター
　　対象施設：第１・２体育館、武道場、弓道場
　　　　　　　軽運動場、会議室、合宿所

山形市屋外体育施設（運動広場等）

山形市南部体育館
山形市沼の辺体育館（抽選会場：スポーツセンター）

山形市福祉体育館（抽選会場：スポーツセンター）

対象施設：市野球場・流通センター野球場
　　　　　ソフトボール場・立谷川運動広場
　　　　　鋳物町運動広場・西部運動広場 休場中の為、未開催

023－645－4452

山形市屋外庭球場
対象施設：流通センター庭球場・西部庭球場
　　　　　鋳物町庭球場

023－625ー2630

山形市総合スポーツセンター 野球場 平成30年２月９日(金)

平成30年２月１日(木)

023－687ー1789

※１…12月より 3月末までの “冬期間 ”は、テニスコートの抽選会は行いません。使用該当月の１日より “先着順予約 ”及び “ 使用日当日払い ”となります。
　　　また “予約は窓口が優先 ”となります。なお、『積雪等によるコートコンディション不良』により使用できなくなる場合がございます。

株式会社ヨークベニマル落合店、山形県スキー連盟、山形菅公学生服株式会社、合資会社酒井製麺所、株式会社山形ビルサービス、有限会社西谷、株式会社東照電気、
株式会社イベントプロデュースガッツ、株式会社でん六、有限会社ラケットショップ山形、山形医療技術専門学校、仙台ターミナルビル株式会社ホテルメトロポ
リタン山形、山形県石油協同組合、株式会社カキザキ、山形国際ホテル、システムエンジニアリング株式会社、株式会社ひいらぎや、株式会社カスカワスポーツ、
株式会社山形企業、税理士法人黒沼共同会計事務所、有限会社コスモ・インテリア、朝日工業株式会社、株式会社山形グランドホテル、内外緑化株式会社、遠藤
設備建設株式会社、株式会社蔵王サプライズ、有限会社レンタルプラザ、株式会社翠紅園、愛和建設株式会社、山新建装株式会社、株式会社赤塚製氷、田宮印刷
株式会社、株式会社レクト、株式会社アベニュー、坂部印刷株式会社、山形市バウンドテニス協会、株式会社大風印刷、株式会社パティネレジャー、株式会社丹野、
株式会社ダイバーシティーメディア、株式会社NIPPO山形統括事業所、山形警備保障株式会社、山形県農業共済組合、第一工業株式会社、大沼クリエーションサー
ビス株式会社、八千代交通株式会社、株式会社ヤマケン、山形市バスケットボール協会、株式会社エヌイーエスコーポレーション、トーエイ工業株式会社、山形
ワシントンホテル株式会社、山形エアコンサービス株式会社、有限会社丹野電気、有限会社くまがい、株式会社飯田温泉、株式会社メコム、株式会社佐藤菅工、
株式会社パスラボ、スペースアート稲村、有限会社スポーツ館、長谷川体育施設株式会社山形営業所、第一物産株式会社山形支店、山本学園高等学校、山形パナソニッ
ク株式会社、有限会社水工リサーチ、近藤工業株式会社、近野商会、黒澤建設工業株式会社、株式会社ヤマコーコミュニティ事業部、株式会社ドリームゲート、
お茶のふじ園、株式会社タキザワ、コカ・コーライーストジャパン株式会社山形支店、公益社団法人JDSF山形県ダンススポーツ連盟、株式会社城西電工、株式
会社ジャワ商会、株式会社安藤・間山形営業所、株式会社東北消防設備、佐藤畜産食品株式会社、吉沢産商、山形建設株式会社、富士工業株式会社、BALLER’S、
YAMAGATA、特定非営利活動法人山形TFC、株式会社市村工務店、山形地区バドミントン協会、日本美装株式会社山形支店、有限会社鐘馗、ランニングシュー
ズショップplusone、株式会社徳和建設、株式会社ジャパンビバレッジ東北山形支店、小野建設株式会、有限会社パソコンサポート山形、株式会社山形ゴルフ倶楽部、
山形市水泳連盟、山形市柔道連盟、山形ゼロックス株式会社、山形地区野球連盟、株式会社川井スポーツ、株式会社カーサービス山形、花久、山形銀行山形市役所支店、
山形市旅館組合、有限会社つばさ保険ライン、中村弘、柿崎喜世樹、梶原賢、田中紘子、西一彦、長岡茂樹、小林トミ子、樋口孝司、鈴木芳子、斉藤順、長沼千歳、
舟山政紘、西谷金蔵、山田耕司、吉田吉彌、冨樫和廣、伊藤博之、長谷川博明

賛助会員

（法人個人順　敬称略） H29.12.15 現在

賛助会員紹介○41 株式会社でん六
代表取締役社長　鈴木　隆一氏　2018年がやってきました！みなさん、明けましておめでとうございます。そして、

本年もよろしくお願いいたします。
　三が日も過ぎ、そろそろ重箱が空になってきたころと思います。おせち（正月）の次
はお豆（節分）ということで、今年最初は“まっめ～はでん六ッ♪”のフレーズでおなじ
みの「株式会社でん六」さんを紹介いたします。
　でん六のマスコットキャラ「でんちゃん」や「赤塚不二夫の鬼の面」は、全国的な知名
度ですよね。山形を愛する創業者の傳六さんは、ご存命の間、山形の各地に銅像や
記念碑をたくさん寄贈し、誰よりも山形の発展を願いました。霞城公園の最上義光像
もそのひとつです。また、スポーツにも深く理解があり、モンテディオ山形発足時よ
りスポンサーを務め、県のスポーツ振興に寄与し、山形とともにある「でん六」の歴史
は、山形の銘菓として、これからも永く続いていくことは間違いありません。
　山形から始まったでん六さんも、現在は全国展開されています。取材に応じてくだ
さった宣伝企画課の加藤さんに、オススメ商品を伺ったところ、定番の『でん六豆』、『ポリッピー』、『味のこだわり』はもち
ろん、各メディアで話題の落花生やナッツの栄養を丸々取れる『素焼きピーナッツ』、『素焼きミックスナッツ』が今イチオシ
ですとのこと。
　そんなこんなで、お正月も終わり、これから節分の時期に入ります。今年の鬼の名前は「鬼どん」です。新作テレビＣＭが
新年から節分にかけて全国で放送されますので、ぜひご注目ください。また、夏には、人気商品【でん六ミックス】にかけて、
「でん六杯ミックスバドミントン山形大会」が毎年開催されています。大会の上位者にはおいしい賞品があるそうですよ！
　２月３日は節分。節分と言ったら『豆まき』。今年の恵方は南南東とのことです！恥ずかしながら、今年食べる豆の数は
40粒手前の筆者。
　皆さんもご家族、ご友人と豆まきを行いた～くさん福を呼びこんで、幸せな一年をお過ごしください。

皆様から、多くのお申込みをいただき、全コース定員一杯にて実施することができました！
今年度開催コースは、２月コース/サッカー（募集期間１/４～１/16）３月コース／かけっこ・
陸上（募集期間２／１～２／15）とまだまだ開催予定です！寒い冬、思いっきり体を動かす機
会をぜひ逃さないでくださいっ(^^♪

チャレンジ!!!キッズ＆ジュニアスポーツスクール 2017年【事業報告】


	体協No122_外
	体協No122_内

