
〒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。

＆＆＆
ど こ で 山形市総合スポーツセンター（山形市落合町）
定　　員 各コース　30名（定員を超えた場合は抽選）

１コース　3,000円（傷害保険料含む）※各コース（毎月）ごとのお申込みとなります。
※スケートコースは、毎回別途貸靴代（300円）が必要になります。

幼児コース

プールあそび コース

年中～年長対象 児童コース小学１～６年生対象

①氏名（ふりがな）※親子 ②年齢・学年 ③性別 ④園名・小学校名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦コース名を明記の上、

E-mail、ハガキ、FAX、来館のいずれかにて、下記事務局までお申込ください。

来館でお申込の場合、受付時間は午前９時から午後９時までとなります。月曜日は休館です。（祝日を除く）

公益財団法人　山形市体育協会事務局（山形市総合スポーツセンター内）
〒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  URL http://yamagatasi-taikyou.jp

申込方法

申 込 先

指導員／山形市水泳連盟
　　　　派遣指導員

5/9・16・23・30【火曜日】
募集期間▶4/1～4/15

時　間／１７：４５～１８：４５

屋内プール

「はずむ」運動あそび コース 指導員／東北文教大学
　　　　石井 裕明 氏

6/6・13・20・27【火曜日】
募集期間▶5/2～5/16

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

リズム運動あそび  コース 指導員／山形大学　
　　　　鈴木 和弘 氏

6/28・7/5・12・19【水曜日】
募集期間▶6/1～6/15

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

コース 指導員／山形市トランポリン協会
　　　派遣指導員

9／6・20・27・10／4【水曜日】
募集期間▶8/1～8/15

時　間／１８：３０～１９：３０

第一体育館

「あたまとからだを動かす」運動あそび コース
指導員／山形市エアロビック協会
           キッズコーディネーショントレーナー　向田 陽子 氏

8/15・22・29・9/5【火曜日】
募集期間▶7/1～7/15

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

「ボール」運動あそび コース 指導員／東北文教大学
　　　　石井 裕明 氏

10/3・10・17・24【火曜日】
募集期間▶9/1～9/15

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

スケートあそび コース 指導員／山形市スケート協会
　　　　派遣指導員

12/6・13・20・27【水曜日】
募集期間▶11/1～11/15

時　間／１７：００～１８：３０

スケート場

山形市体育協会 ホームページからもお申込みいただけます。ホームページからもお申込みいただけます。

トランポリンあそび コース 指導員／山形市トランポリン協会
　　　派遣指導員

9/6・20・27・10/4【水曜日】
募集期間▶8/1～8/15

時　間／１８：３０～１９：３０

第一体育館

マット・とび箱・鉄棒運動あそび  コース

11/14・21・28・12/5【火曜日】
募集期間▶10/1～10/15

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

サッカーあそび  コース 指導員／NPO法人 山形フットボールクラブ
　　　　派遣指導員

2/7・14・21・28【水曜日】
募集期間▶1/4～1/16

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

かけっこあそび コース 指導員／NPO法人 山形TFC
　　　　派遣指導員

3/1・8・15・22【木曜日】
募集期間▶2/1～2/15

時　間／１８：１５～１９：１５

第一体育館

スイミング コース 指導員／山形市水泳連盟
　　　　派遣指導員

5/9・16・23・30【火曜日】
募集期間▶4/1～4/15

時　間／１９：１５～２０：１５

屋内プール

バドミントン コース 指導員／山形地区バドミントン協会
　　　　派遣指導員

6/6・13・20・27【火曜日】
募集期間▶5/2～5/16

時　間／１９：４５～２０：４５

第一体育館

バレーボール  コース 指導員／山形地区バレーボール指導者協議会
　　　派遣指導員

6/28・7/5・12・19【水曜日】
募集期間▶6/1～6/15

時　間／１９：４５～２０：４５

第一体育館

コース 指導員／山形市トランポリン協会
　　　派遣指導員

9／6・20・27・10／4【水曜日】
募集期間▶8/1～8/15

時　間／１８：３０～１９：３０

第一体育館

卓　球 コース

8/15・22・29・9/5【火曜日】
募集期間▶7/1～7/15

時　間／１９：４５～２０：４５

第一体育館

バスケットボール コース 指導員／山形市バスケットボール協会
　　　派遣指導員

10/3・10・17・24【火曜日】
募集期間▶9/1～9/15

時　間／１９：４５～２０：４５

第一体育館

スケート コース 指導員／山形市スケート協会
　　　　派遣指導員

1/10・17・24・31【水曜日】
募集期間▶12/1～12/15

時　間／１７：００～１８：３０

スケート場

トランポリン コース 指導員／山形市トランポリン協会
　　　　派遣指導員

9/6・20・27・10/4【水曜日】
募集期間▶8/1～8/15

時　間／１９：４５～２０：４５

第一体育館

マット・とび箱・鉄棒  コース

11/14・21・28・12/5【火曜日】
募集期間▶10/1～10/15

時　間／１９：４５～２０：４５

第一体育館

サッカー  コース 指導員／NPO法人 山形フットボールクラブ
　　　　派遣指導員

2/7・14・21・28【水曜日】
募集期間▶1/4～1/16

時　間／１９：３０～２０：３０

第一体育館

陸　上  コース 指導員／NPO法人 山形TFC
　　　　派遣指導員

3/1・8・15・22【木曜日】
募集期間▶2/1～2/15

時　間／１９：３０～２０：３０

第一体育館

指導員／山形市卓球協会
　　　　派遣指導員

指導員／東北芸術工科大学　柳川 郁生 氏 指導員／東北芸術工科大学　柳川 郁生 氏

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.113 ●2017.４月号

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.113 ●20



賛助会員紹介○33 株式会社イベントプロデュースガッツ
住所：山形県山形市松波１－７－１　TEL：023-635-0576

　URL http://www.gutspro.com

お知らせ

職員紹介

平成29年度 ６月分  抽選会日程等についてスポーツスクール等の実施報告

１０－１－２－３－４－５ ２ ３ ４ ５ まだまだ現役続行し、全国優勝目指します！まだまだ現役続行し、全国優勝目指します！

Ｑ.仕事に対するモット
ー

Ａ.正確に丁寧に素早く！

Ｑ.趣味は？
Ａ.釣り・筋トレ

Ｑ.心身リフレッシュ術

Ａ.全力ダッシュ

Ｑ.ちょっぴり自慢した
いこと

Ａ.教員免許持っています。

　  昨年の国体・インカ
レ５位でした。

一言…

氏　　名：髙島　優太
出 身 地：山形市
専門種目：レスリング
身　　長：174cm
血 液 型：B型
最終学歴：日本体育大学・体育学部

氏　　名：髙島　優太
出 身 地：山形市
専門種目：レスリング
身　　長：174cm
血 液 型：B型
最終学歴：日本体育大学・体育学部

氏　　名：髙島　優太
出 身 地：山形市
専門種目：レスリング
身　　長：174cm
血 液 型：B型
最終学歴：日本体育大学・体育学部

たかしま ゆう た

体 　 力
行 動 力
腕 力
脚 力
直 感 力
危機回避能力

≪山形市総合スポーツセンター駐車場について≫
・山形市総合スポーツセンター暫定駐車場（テニスコート側駐車場）は、平成29年５月中旬頃まで、アスファルト施工工事
が実施されるため利用できません。乗合せ等でのご来場にご協力をお願いします。
≪駐車場混雑予想≫
・４/８（土）・９（日）・15（土）・16（日）・22（土）・23（日）・29（土）・30（日）につきましては、大規模な大会が開催されま
すので、乗合せ等でのご来場のご協力をお願いします。
≪屋内プール休場のお知らせ≫
　４/18（火）：ボイラー第一種圧力容器性能検査のため、休場となります。ご理解とご協力をお願いします。
［注意事項］
・駐車される場合は、白線の駐車区画スペースのみ駐車をしてください。くれぐれも、駐車場内の通路や駐車禁止区域に駐
車しないように、駐車マナーをお守りください。

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５月10日（水）

平成29年５月19日（金）

平成29年５月11日（木）

平成29年５月11日（木）

平成29年５月11日（木）

平成29年５月11日（木）

平成29年５月 ２日（火）

平成29年５月10日（水）

平成29年５月22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日よりご確認できます。
③毎月16日より、翌月末までの施設の空き部分について、随時ご予約が可能です。

スポセンテニスコート直通

【会　場】
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、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

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

※霞城公園内
山形市野球場直通

賛助会員

代表取締役　社長　漆山　芳弘さん

（法人個人順　敬称略） H29.２.14 現在

㈱カスカワスポーツ、（公社）JDSF 山形県ダンススポーツ連盟、遠藤設備建設㈱、㈱NIPPO、㈱大風印刷、㈱川井スポーツ、㈱蔵王サプライズ、㈱でん六、㈱東照電気、㈱ひいらぎや、
㈱メコム、㈱山形企業、㈱山形ビルサービス、㈱ヤマコーコミュニティー事業部、近藤工業㈱、システムエンジニヤリング㈱、山形市バウンドテニス協会、内外緑化㈱、山形エアコンサー
ビス㈱、山形菅公学生服㈱、山形警備保障㈱、山形県スキー連盟、山形地区野球連盟、㈲くまがい、㈲コスモ・インテリア、㈲パソコンサポート山形、吉沢産商、㈱東北消防設備、
㈱アベニュー、㈱丹野、山形県石油協同組合、㈲ラケットショップ山形、富士工業㈱、山形市水泳連盟、山形医療技術専門学校、㈱パティネレジャー、山形建設㈱、朝日工業㈱、㈱ヤマケン、
㈱山形グランドホテル、㈱テクノ菱和東北支店、佐藤畜産食品㈱、小野建設㈱、大沼クリエーションサービス㈱、㈱レクト、山形市柔道連盟、山形中央農業共済組合、第一工業㈱、
㈱赤塚製氷、近野商会、黒澤建設工業㈱、遠藤商事㈱、㈲水工リサーチ、㈱翠紅園、税理士法人黒沼共同会計事務所、㈱城西電工、山形国際ホテル、山形ワシントンホテル㈱、
BALLER'S YAMAGATA、スペースアート稲村、山新建装㈱、奥山建設工業㈱、山形市旅館組合、まわる鮨 太助 北町店、㈱尚美堂、㈲西谷、合資会社酒井製麺所、ネッツトヨタ山形㈱、
第一物産㈱山形支店、㈲丹野電気、山形市バスケットボール協会、山形県バドミントン協会、㈲レンタルプラザ、㈱佐藤管工、長谷川体育施設㈱山形営業所、山形地区バドミントン協会、
㈱ダイバーシティメディア、㈱パスラボ、㈲ケイズプラン、田宮印刷㈱、㈱徳和建設、㈱カーサービス山形、日米商事㈱、㈱安藤・間 山形営業所、㈱ジャワ商会、八千代交通㈱、愛和建設㈱、
㈲スポーツ館、㈱エヌイーエスコーポレーション、お茶のふじ園、トーエイ工業㈱、㈱キヨスミ産研、ホテルメトロポリタン山形、㈱ムラサキスポーツ イオンモール山形天童店、
サントリービバレッジサービス㈱東北営業本部 山形支店、特定非営利活動法人山形TFC、㈲鐘馗、㈱山形ドルフィンクラブ、㈱飯田温泉、山形市キックボクシング協会、日本美装㈱、
山本学園高等学校、スズキアリーナ山形嶋、㈱三和技術コンサルタント、ランニングシューズショップ Plus one、ビューティーサロン辰巳㈲、㈱タキザワ、㈱ジャパンビバレッジ
東北 山形支店、コカ・コーライーストジャパン㈱山形支店、山形パナソニック㈱、㈱イベントプロデュースガッツ、学校法人富澤学園、㈲つばさ保険ライン、長岡　茂樹、小林トミ子、
柿崎喜世樹、長沼　千歳、梶原　　賢、斉藤　　順、田中　紘子、西　　一彦、山田　耕司、鈴木　芳子、西谷　金蔵、中村　　弘、樋口　孝司、冨樫　和廣

　創業25年目の「株式会社イベントプロデュースガッツ」は、立ち上げ当時
「イベント屋さん」が“ベントウ屋さん”と勘違いされていたと、代表取締役の漆
山芳弘さんは笑いながら話してくださいました。近年は、様々な行事・イベントが山形の各地で
開催されていますが、そのほとんどに“黒子役”として「ガッツ」さんは関わっています。　
　詳しく説明しますと、①イベントのプロデュース（企画から運営まで一貫して受注しておりま
す！）、②毎日、イベントの企画立案（イベントに必要なノウハウ等、すべてお任せを！）、③ポ
イント３（指揮・演出等のコアな部分、イベントに必要な機材等のハード面、出演者やスタッフ
等のソフト面）、④その他関連業務（音響や看板制作、着ぐるみも作れます！）と、イベントを
成功させるために必要なもの全てを扱う企業なのです。
　今回の取材では、漆山さんの楽しいお話しをたくさん聞かせていただきました。「毎日、文化
祭の企画を考えているようなもんだ」と語るその脳内は、まさに“アイデアの宝庫”です。
佐渡島のサンタクロース（？）だった若かりし頃の漆山社長は、その頃から「みんなに喜んでも
らえる仕事がしたい」という気持ちがあり、本格的に現在の会社を立ち上げたそうです。
　企業や団体さんからのご依頼が多いようですが、もちろん個人でもお願いできますよ。そう、
それは、結婚式！過去には、“本格プロレス型の結婚式”なんてリクエストにも応えたそうです。
みんなの喜びと思い出を創る会社、それが「株式会社イベントプロデュースガッツ」なのです。
素敵なイベント・思い出をご希望の方は、「ガッツ」さんのHPをご覧ください(^^)/。

開催日時　２/15・22・３/１・８（毎週水曜日）　
会　　場　山形県武道館・剣道場
指 導 員　山形市剣道連盟派遣指導員
参加者数　2/15 27名　 2/22 25名　 3/1 24名　 3/8 21名　 計97名

　山形県武道館の剣道場にて小学生を対象にした剣道教室を開催しました。
　礼法や立ち振る舞い、竹刀の持ち方や脚の運び方などの基本的な稽古から、打ち込みなどの実践的な稽古をつけていただ
きました。最終日には書道の指導も行い、剣道教室の感想や、自身の目標などを書いてもらいました。作品は山形県体育館
事務室前廊下に掲示しております。

平成28年度県体育館　企画事業 「剣道教室」実施報告
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