
★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）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

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
あかねヶ丘陸上競技場 〒990-2481  山形市あかねヶ丘2-4-1 TEL．023-644-4850　FAX．023-664-0544
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　FAX．023-641-6705
江 南 体 育 館 〒990-0863  山形市江南1-1-27 TEL．023-684-4296　FAX．023-684-4296
山 形 市 球 技 場 〒990-0053  山形市薬師町2-22-72 TEL．023-674-7096　FAX．023-674-7097
沼 の 辺 体 育 館 〒990-0007  山形市沼の辺町4-33 TEL．023-625-2288　FAX．023-625-2285

（スポーツセンター）

※詳しくは山形市体育協会ホームページをご覧下さい。

〒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

公益財団法人山形市体育協会 〒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

公益財団法人山形市体育協会

みんなでレクリエーション！

バブルサッカー
みんなでレクリエーション！

体験スクール体験スクール

会　場 【山形市球技場】
開催日 【平成29年10月21日，10月28日，11月４日（毎週土曜日）】
時　間 【18：00～20：00】
対　象 【身長150cm以上・体重90kg未満の男女】
定　員 【20名 ※定員を超えた場合は抽選となります】
講　師 【公益財団法人山形市体育協会派遣講師】
参加料 【3,000円 ※傷害保険料を含む】

お申込みは、下記『山形市球技場』まで【ハガキ・fax・窓口申込・
e-mailのいずれかにて『必要事項』を添えてお申込みください
※当協会HPよりお申込みも可能です

【必要事項→①氏名②年齢③性別④住所⑤電話番号】
なお、お申込みは９月15日～30日の期間のみ受付可能です

【お申込み用アドレス → kyugijyo@yamagatasi-taikyou.jp】

『安全！』『楽しい！！』TV・WEBで見たことのある方もいらっしゃるのでは？
この機会に一度、家族で、仲間で体験してみませんか？？

  

平成29年７月29日（土）～８月６日（日）、今年度のスポーツ少年団総合大会が開催されました。
雨により、順延を余儀なくされる日もありましたが、無事全日程を終了することができました。
子ども達の真剣な眼差しと、笑顔、悔し涙が、今年も輝いていました。

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.118 ●2017.９月号



職員紹介

お知らせ

平成29年度 11月分  抽選会日程等について南東北総合体育大会　＠山形市総合スポーツセンター

１０－１－２－３－４－５ ２ ３ ４ ５ 「設備の不具合を見つけたらワタクシまで♪」

Ｑ.仕事に対するモット
ー

Ａ.先行的に行動

Ｑ.趣味は？
Ａ.蕎麦食べ歩き

Ｑ.心身リフレッシュ術

Ａ.筋トレ

Ｑ.ちょっぴり自慢した
いこと

Ａ.自分に出来る仕事はトコ
トンやるっ！

一言…

氏　　名：蜂谷　与市
出 身 地：山形市
専門種目：特殊工作
身　　長：168cm
血 液 型：Ｏ 型
最終学歴：山形県立工業高等学校

氏　　名：蜂谷　与市
出 身 地：山形市
専門種目：特殊工作
身　　長：168cm
血 液 型：Ｏ 型
最終学歴：山形県立工業高等学校

はち や よ いち

体 力
行 動 力
適 応 力
発 想 力
忍　耐　力

施　　設　　名 抽　選　日　等 お問い合わせ先
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 テニスコート
山形市江南体育館
山形市福祉体育館
山形市南部体育館
山形市沼の辺体育館
山形市球技場
山形市屋外体育施設（運動広場等）

山形市屋外庭球場

平成29年10月 ４日（水）

平成29年10月20日（金）
平成29年10月 ５日（木）
平成29年７月 １日（木）
平成29年10月 ５日（木）
平成29年10月 ５日（木）
平成29年10月 ３日（火）

平成29年10月10日（火）

平成29年10月23日（月）

023－625－2288

023－625－2630
023－684－4296
023－635－1771
023－641－6705
023－625－2288
023－674－7096

023－645－4452

023－625－2630

※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。

（抽選会場：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、多用途広場

対象施設：流通センター庭球場・西部庭球場
　　　　　鋳物町庭球場

※屋外庭球場は、抽選会１週間前から抽選会前日18時までに『希望日申込用紙』をスポーツセンターテニスコート事務室への提出が必要となります※屋外庭球場は、抽選会１週間前から抽選会前日18時までに『希望日申込用紙』をスポーツセンターテニスコート事務室への提出が必要となります。

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

※耐震工事中のため未開催

【 ９月 屋内プール開放情報 】
  ９月 ２日（土） 村山地区高校水泳大会のため【終日休場】
  ９月 ９日（土） スポーツ教室のため【13：00より開放】
  ９月22日（金） 中体連水泳大会準備のため【15：00まで開放】
  ９月23日（土）・24日（日） 中体連水泳大会のため【終日休場】
  ９月30日（土） 第5回山形まるごとマラソン準備のため【終日休場】

【 山形市総合スポーツセンター　駐車場混雑予想 】
  9月 ３日（日）、９日（土）・10日（日）、12日（火）～16日（土）、18日（月）、22日（金）～24日（日）、29日（金）・30日（土）

賛助会員

（法人個人順　敬称略） H29.８.15 現在

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、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

代表取締役社長　佐藤　裕司氏
　山形の夏はあっという間で、早くも秋の涼しさが街に漂いはじめました。さて、今
月の紹介企業は「山新建装（やましんけんそう）株式会社」さん。食欲の秋よりも
“スポーツの秋（スポーツの常夏カナ？）”がお似合いの佐藤裕司社長からたくさん
のお話をいただいてまいりました。山新建装さんは、山形県内外のお店の内装工事
や文化施設・ショールームのデザイン等を手掛け、さらには、サイン（業界用語で
「看板」のことを言うそうです）の制作や設置も行っている企業であります。近年で
は、文化施設である西消防署防災センターの地震体験装置も山新建装さんのお仕
事です。（先月開催された花笠まつりの山車の多くも山新建装さん作）

　お互いに敬いお互いに助けあう“互敬互助（ごけいごじょ）”の精神は、佐藤社長のモットー。「社員一人ひとりとそのご家族
が、幸せを感じることのできる職場をつくっていきたいですね。そして、街中にディスプレイされている自分の作品（社員各々の
仕事）に誇りを感じてほしいです」とにこやかに語っておりました。その後は、元高校球児の佐藤社長と野球談議に花が咲きま
す。８月８日の山形新聞に、山形市総合スポーツセンター内に新しく建設された野球場（愛称は「きらやかスタジアム」に決
定！)の記事が掲載されました。それも相まって、佐藤社長の野球熱は止まりません。「良い球場・きれいな球場で試合をするっ
ていうだけで、選手のモチベーションはあがるものです」と、もはや野球少年の目になっています。今後は、山新建装として山形
市のスポーツ施設に多く携わっていきたいとの目標をお持ちです。筆者は、おしゃれなスポーツ空間が街中に溢れるところを想
像してみました。

賛助会員紹介○37 山新建装 株式会社
住所 山形市富神台28番地

※写真はバレーボール競技開催時のもの

平成29年７月28日（金）～８月１日（火）バレーボール男子
平成29年８月10日（木）～８月12日（土）新体操
山形市総合体育館を会場に各競技が開催され、無事全日程を終了いたしました。

【大会結果】
バレーボール 優勝　鎮西高等学校（熊本）
新体操 優勝 【男子団体】神埼　清明（佐賀） 【男子個人】吉田　和真（青森山田・青森）
  【男子ロープ】田中　啓介（埼玉栄・埼玉） 【男子クラブ】向田　蒼斗（国士舘・東京）
  【女子団体】金蘭会（大阪） 【女子個人】柴山瑠莉子（クラーク・千葉）
  【女子フープ】柴山瑠莉子（クラーク・千葉） 【女子リボン】柴山瑠莉子（クラーク・千葉）
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