
〒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★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。

お申込は…来館・FAX・メール・ハガキのいずれかにて
【参加者氏名・年齢・住所・電話番号】をご明記の上

当協会までお申込ください
なお、お申込の際は、申込教室名を “必ず ”ご明記ください

公益財団法人山形市体育協会（山形市総合スポーツセンター 事務室）
〒９９０-0075 山形市落合町１番地

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

平成 29年６月８日 (木 )・22日 (木 )
全2回（ご希望の日程のみの参加でOK）

13：30～15：00
（13：20集合）

会場：山形市総合スポーツセンター　剣道場
対象：障がいがある方とそのご家族
※慢性疾患等で症状が悪化するおそれのない方

（障がいがある方１名での参加や、支援者同伴での参加も可能です）

募集定員 20名
お申込は6月７日 (水 )マデ

障がい者向け スポーツ民踊教室

お申込は…来館・FAX・メール・ハガキのいずれかにて
【参加者氏名・年齢・住所・電話番号】をご明記の上

当協会までお申込ください
なお、お申込の際は、申込教室名を “必ず ”ご明記ください

公益財団法人山形市体育協会（山形市総合スポーツセンター 事務室）
〒９９０-0075 山形市落合町１番地

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

見学
だけの
参加も
歓迎

参加
無料

  

オープン期間オープン期間

オープン初日

７/２（日）は無料開放日！

オープン初日

一般 250 円
高校生 150 円

中学生以下 100 円

一般 250 円
高校生 150 円

中学生以下 100 円

山形市総合スポーツセンター屋外プール（落合町１番地）625－9193
北市民プール（桧町3－10－１）684－8265

みなみ市民プール（南一番町8－５）622－4990

初ンン初プン初プン初オープオープオオープン初オオオープン初日オオープ 初日

間期期ンン期ププンオーオープオオ プン期間オオオープン期間オオ

７/２（日）

７/２（日）は無料開放日！

オープン期間

オープン初日

７/２（日）は無料開放日！

８/27（日）

2017 夏

ンンププンープープ 期間期間プン期間プン期間ーーープン期間ン期プンプン期ンープープ 期間期間プン期間プン期間ープン期間ープン期間ープン期間

市民プールオープン !!
市民プールオープン !!

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.115 ●2017.６月号

 体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.115 ●20



職員紹介

お知らせ

平成29年度 ８月分  抽選会日程等について山形市球技場 催しについて

１０－１－２－３－４－５ ２ ３ ４ ５ 向こうが見えてしまうレベルの『空前絶後のＯ脚』です。
　　　　　　僕を見かけたらＯ脚チェックしてみてください！笑　　　　　　僕を見かけたらＯ脚チェックしてみてください！笑
向こうが見えてしまうレベルの『空前絶後のＯ脚』です。

僕を見かけたらＯ脚チェックしてみてください！笑

Ｑ.仕事に対するモット
ー

Ａ.素直でいることっ！

Ｑ.趣味は？

Ａ.YOUTUBE鑑賞

Ｑ.心身リフレッシュ術

Ａ.楽しくお酒を飲むこと
です♪

Ｑ.ちょっぴり自慢した
いこと

Ａ.バスケ指導で培った「で
かい声」です！

一言…

氏　　名：山科　智史
出 身 地：寒河江市
専門種目：バスケットボール（PG）
身　　長：165cm
血 液 型：B型
最終学歴：仙台大学・体育学部

氏　　名：山科　智史
出 身 地：寒河江市
専門種目：バスケットボール（PG）
身　　長：165cm
血 液 型：B型
最終学歴：仙台大学・体育学部

氏　　名：山科　智史
出 身 地：寒河江市
専門種目：バスケットボール（PG）
身　　長：165cm
血 液 型：B型
最終学歴：仙台大学・体育学部

やまなし さと  し

体 　 力
行 動 力
脚 力
危機回避能力
適　応　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７月 ５日（水）

平成29年７月21日（金）

平成29年７月 ６日（木）

平成29年７月 １日（木）

平成29年７月 ６日（木）

平成29年７月 ６日（木）

平成29年７月 ４日（火）

平成29年７月10日（月）

平成29年７月 24日（月）

023－625－2288

023－674－7096

023－684－4296

023－635－1771

023－641－6705

023－625－2288

023－674－7096

023－645－4452

023－674－7096

※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※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

【 ６月 屋内プール開放情報 】
  ６月 ４日（日）山形県短水路内陸地区水泳記録会のため（終日・一般開放なし）
  ６月 ８日（木）さくらんぼ水遊会競技大会のため（13：30より一般開放）
  ６月16日（金）第70回山形市中学校総合体育大会のため（14：30まで一般開放）
  ６月17日（土）同上（終日・一般開放なし）
  ６月18日（日）同上（終日・一般開放なし）

【 山形市総合スポーツセンター 駐車場混雑状況 】
  ６月 ２日（金）～４日（日）、10日（土）、16日（金）～18日（日）、22日（木）～25日（日）

賛助会員

（法人個人順　敬称略） H29.５.16 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、
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

落合店 店長　本田　俊行さん　平成29年４月28日（金）、山形市総合スポーツセンターの県道172号線を挟んだ北
側に『ヨークベニマル落合店』がオープンしました。
　25年間という長い間、地元の皆に愛され営業されていた『ヨークベニマル大野目
店』の新しいカタチとしてリニューアルです！店長の本田さんは「大野目店のお客様の
信用が土台にあり、そこに新しい提案を加え、よりお客様に愛される店舗にしていきた
い」と新店舗の展望を語ってくださいました。
　旧大野目店舗を営業しながらの、新落合店舗のオープン準備。「今回の様なオープ
ン準備は極めて稀なケースでしたが、スタッフと協力しながら無事オープンできまし
た！」と笑顔の本田さんを見ると、スタッフの皆さんをこの笑顔で引っ張ってくれたの
だろうと、店長さんの人柄を感じることができました。
　ヨークベニマル落合店は“広域のお客様に来ていただけるお店”がコンセプト。他店
よりもさらに品揃えの幅も豊富で、その点に関して特化している店舗。特にお肉のコーナーやワインの品揃えに関しては、大野
目店の時から大幅にスケールアップ！広くきれいな店内は『見て回りたい』という意欲を掻き立てられます。また、フードブース
はお買い物に疲れた方もゆっくり休める様な広々空間でした。
 「ゆっくり買い物を楽しんでほしいです。今後は、お客様からの『お弁当配達』の要望があるので、実現できるように計画提案
していきたいです」とのこと。
 店長の本田さんと、約100名のヨークベニマル落合店のスタッフが作る『地元のみんなに愛されるヨークベニマル』は場所が
変われど『変わらない』素敵なお店でした。
　スポーツセンターをご利用の際は、皆さんも是非『ヨークベニマル落合店』にお買い物へ♪

賛助会員紹介○34 株式会社ヨークベニマル落合店
山形県山形市落合町字二口１８９番地　TEL：023-626-5781

開催日時：平成29年７月１日、８日、15日、22日（毎回土曜日）午後６：00～午後７：30
開催場所：山形市球技場
対　　象：年中～小学６年生までの幼児及び児童　20名（定員を超えた場合は抽選となります）
講　　師：東北文教大学　石井 裕明 氏
服　　装：運動のできる服装
参加費用：2,500円（傷害保険料を含む）

はだしでチャレンジ！人工芝「外あそび」体験スクールはだしでチャレンジ！人工芝「外あそび」体験スクールはだしでチャレンジ！人工芝「外あそび」体験スクールはだしでチャレンジ！人工芝「外あそび」体験スクールはだしでチャレンジ！人工芝「外あそび」体験スクール

【 お申込方法 】【 お申込方法 】【 お申込方法 】

６月15日(木)まで必要事項を明記の上、下記事務局までお申込ください
必要事項 …【氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号・スクール名】

 〒990－0053 山形市薬師町2－22－72（山形市球技場内・体育協会事務局）
E-mail kyugijyo@yamagatasi-taikyou.jp  TEL 674－7096  FAX 674－7097
※体協 HPよりお申込みも可能です「山形市体育協会」で検索ください！
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