
〒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。

ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室ノルディックウォーキング教室
　全身運動のノルディックウォーキングの基礎を楽しく学ぶ機会とします。

日　　時：平成29年３月19日（全１回）10：00～11：00
場　　所：山形県あかねケ丘陸上競技場
種　　目：ノルディックウォーキング
対　　象：18歳以上
定　　員：20名
参 加 料：500円（傷害保険料を含みます）
募集期間：平成29年３月17日（金）まで
申込方法：山形県あかねケ丘陸上競技場までE-mail／はがき／FAXでお申込みください。
               ※ FAXでお申込みの方は、
               ①氏名（ふりがな）②年齢　③性別　④住所　⑤電話番号
               を明記のうえ送信してください。
               住所：山形市あかねケ丘２丁目４－１
               TEL：023－644－4850 ／ FAX：023－664－0544
               E-mail ken-akane@yamagatasi-taikyo.jp

　少しづつ、春を思わせる風景を目にするようになって
きた今日この頃。スポーツセンター多用途広場は、まだ
冬の風景を残している状況です。
　本年は、雪が無くなったタイミングにて、皆様により
快適にご利用いただける様、整備を入れる予定です。つ
きましては、多用途広場のオープン時期は４月下旬頃を
予定しております。
　今暫く、お待ちいただけます様、よろしくお願いいた
します。

※多用途広場の整備は、土が乾いた状態でないと整備作
業が出来ないため、オープンが遅れる場合もあります。

～スポーツセンター 多用途広場の開放について～

　昨年も多くの皆様にご参加・応援頂き、誠にありがとうございました。
　今年も 10月第１週の日曜日（2017.10.01）に開催させていただくこととなりました。
　近年のマラソンブームは、陰ることなく、今でも毎年新たな大会も増えている中、インターネットサイト
『RUNNET』では、ハーフ部門にて常に上位の評価を頂いております。
　今後も皆様に喜んでいただける大会になる様、努力させていただきます。
　何卒、引き続きのご理解とご協力を賜ります様、よろしくお願いいたします。

　なお、お申込み開始日につきましては、近日ホームページ等にて決定次第告知させていただきます。

THE 5th
YAMAGATA
MARUGOTO
MARATHON 

2017.10.01 SUN

開催決定 !!

体協だより
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賛助会員紹介○32 株式会社タキザワ
タキザワスポーツ　住所：山形県山形市東青田1－12－3　TEL：023-634-5588

お知らせ

職員紹介

平成29年度 ５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 私の顔を見かけたら気軽にお声がけください！私の顔を見かけたら気軽にお声がけください！

Ｑ.仕事に対するモット
ー

Ａ.笑顔で！元気に！

Ｑ.趣味は？
Ａ.音楽を聴くこと（Rock

、K-popなど）

Ｑ.心身リフレッシュ術

Ａ.いっぱい食べること！
ゆっくり寝ること！

　  おもいっきり遊ぶこ
と！

Ｑ.ちょっぴり自慢した
いこと

Ａ.おんなじ顔がもう一人い
ます！（…双子!!）

一言…

氏　　名：石塚　由美
出 身 地：山形県
専門種目：バスケットボール
身　　長：155cm

氏　　名：石塚　由美
出 身 地：山形県
専門種目：バスケットボール
身　　長：155cm

氏　　名：石塚　由美
出 身 地：山形県
専門種目：バスケットボール
身　　長：155cm

血 液 型：AB型
最終学歴：山辺高校
血 液 型：AB型
最終学歴：山辺高校
血 液 型：AB型
最終学歴：山辺高校

いしづか ゆ み

体 　 力
行 動 力
包 容 力
直 感 力
危機回避能力

はかりきれません♥はかりきれません♡

≪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28年11月～平成29年５月頃まで、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ので、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≫
・３/４（土）・５（日）・11（土）・12（日）・18（土）・19（日）・20（月）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。
［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４月 ５日（水）

平成29年４月21日（金）

平成29年４月 ６日（木）

平成29年４月 ６日（木）

平成29年４月 ６日（木）

平成29年４月 ６日（木）

平成29年４月 ４日（火）

平成29年４月10日（月）

平成29年４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

※電話受付は4月1日より

賛助会員

代表取締役　社長　瀧澤　一夫さん

（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

　平成４年に創業した「タキザワスポーツ」は、スポーツ用品の販売
やスポーツイベントを開催するお店です。しかし、東青田１丁目にあ
るタキザワスポーツ本店は、お店というよりも “ 工房 ” という雰囲気
をもっています。店内に入ると、選びきれないほどの卓球のラバーが
陳列され（品揃えは市内でもトップクラス！）、奥にはゴルフクラブを
修理・カスタマイズする専用の器具が並んでいます。また、末広町に「ゴ
ルフアカデミータキザワ（2003 年）」、飯塚町に「山形ウエストパーク
ゴルフ（2013 年）」を設立し、女子プロゴルファーを輩出する等、山
形のゴルフ界を引っ張る企業でもあります。
　大学時代、フェンシングの学生チャンピオンだった社長の瀧澤一夫
さんがゴルフを始めたのは 25歳の頃。現在は「山形をスポーツ都市に」
という夢をもち、スペシャルオリンピックスでスキーのコーチを務め
るなど、ゴルフに限らず多方面で活躍しています。また、ゴルフクラ
ブに関して高度な知識を持つ瀧澤元さん、ゴルフのティーチングプロの資格をもつ瀧澤英さんの存在は、「個人に合わ
せたスポーツ用具を提供する」という企業理念の柱といえますね。（「ゴルフ以外のスポーツ用品も取り扱っています。
メンテナンスや修理も承ります」とのこと）
　写真は、飯塚町「山形ウエストパークゴルフ」の二階打席から。奥行きは 150 ヤード。バンカー練習もできるため、
月いちゴルファーの筆者もよく行きます。さあ、雪解け間近。今年は 100 打の壁を突破するために、ぜひ「タキザワ」
の力を借りたいと思います (^^)/

開催日時　２/９（木）・23（木）  13：30～15：00　計２回実施
会　　場　山形市総合スポーツセンター　第２体育館
指 導 員　日本障がい者スポーツ協会中級インストラクター
参加者数　２/９（木）16名　 ２/23（木）12名　 計28名

　今回は初めて卓球バレー教室を開催しました。
木製のラケット（へら）を使い音のでるボールを相手コートに打ち返す、目が不自由な方
でも一緒にプレーが可能な種目でした。
　これまでの種目と違い、椅子に座ったままで動きが少ないため、間を持て余すかと心配していましたが、下半身が不自由な
方々には楽だったようで、予想に反し大変盛り上がり、とても面白いと好評でした。

卓球バレー教室　実施報告

　県体育館を拠点に「卓球」「バ
レーボール」「バドミントン」３種目
の活動を展開する「紅花スポーツ
愛好会さん」の協力を得て、体験教
室を開催しました。経験を問わず
参加できることもあり、多数の参加
者を得て盛大に開催されました。

平成28年度県体育館　企画事業 「多種目スポーツ体験教室」実施報告

はじめ すぐる
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