
〒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。

卓球バレー教室のご案内卓球バレー教室のご案内卓球バレー教室のご案内
　障がいがある方とそのご家族を対象に、体育館で卓球バレーを楽しみながら、運動不足解消や健康
増進を図ることを目的としております。

日　　時 ： 平成29年２月９日・23日　各木曜日（全２回）13：30～14：30
場　　所 ： 山形市総合スポーツセンター剣道場　※ 駐車場あり
種　　目 ： 卓球バレーボール（卓球のボールと台を使用した新しいチームスポーツ）
対　　象 ： 山形市内在住の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無い方（障がいがある方１名での参加や、支援者同伴でも可）
定　　員 ： 20名
参 加 料 ： 無　料　　※ スポーツ保険は、こちらで加入いたします。
募集期間 ： 平成29年２月７日（火）まで

申込方法 ： 山形市総合スポーツセンター窓口まで直接ご来館、又はFAXにてお申込みください。
　　　　　  ※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：山形市落合町１番地
　　　　　  TEL：023－625－2288 ／ FAX：023－625－2285　E-mail sports-school@yamagatasi-taikyo.jp

＆

定員：各コース100名（前後半各50名）定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員員員：：：：：：：：各各各各各各各各各各各各各各コココココココココココココ ススススススススススススス11111111111100000000000000000000000000名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（前前前前前前前前前前前前後後後後後後後後後後後後後後半半半半半半半半半半半半半各各各各各各各各各各各各各各5555555555550000000000000名名名名名名名名名名名名名名））））））））））））））定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員員：：：：：：：：：：：各各各各各各各各各各各各各各コココココココココココココーーーーーーススススススススススススス111111111111100000000000000000000000000名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（前前前前前前前前後後後後後後後後後後後後後後半半半半半半半半半半半半半各各各各各各各各各各各各各各55555555550000000000000名名名名名名名名名名名名名名））））））））））））））定員：各コース100名（前後半各50名）定員：各コース100名（前後半各50名）※定員を超えた場合は抽選となります。※※※※※※※※※※※※定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員員員をををををををををををををを超超超超超超超超超超超超超えええええええええええええたたたたたたたたたたたたた場場場場場場場場場場場場場場合合合合合合合合合合合合合はははははははははははははは抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽選選選選選選選選選選選選とととととととととととととななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままますすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。。※※※※※※※※※※※※定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員ををををををををををををを超超超超超超超超超ええええええええええええええたたたたたたたたたたたたたた場場場場場場場場場場場場合合合合合合合合合合合合合合はははははははははははははは抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽抽選選選選選選選選選ととととととととととととななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままますすすすすすすすすすすすすす※定員を超えた場合は抽選となります。※定員を超えた場合は抽選となります。

３月３月３月３月３月３月３月３月
コースのご案内コースのご案内コースのご案内

前半コース▶18：30～19：30
後半コース▶19：45～20：45
前半コース▶18：30～19：30
後半コース▶19：45～20：45

「楽しくボール運動！ サッカーコース」
　　　　
「楽しくボール運動！ サッカーコース」しく「楽楽し楽 運くボくボボ ルー ッカ運動動！ササッサ スカカーコーコ 」」しく 運ボ ッカ動 ス」
　　　　
「楽しくボール運動！ サッカーコース」
　　　　
「楽しくボール運動！ サッカーコース」
　　　　

「チャレンジ！ 空中運動・
  キッズトランポリンコース」

スス半コーススス半前半前前前半半前前前前前前前前半半半半半半半半半半前前前前前前 スススススス前半コ前半コ前前前前 ーー前半半半半前半前前前半半前前半コース▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 0～10～～～～10000003008：3：8：3：18：30～118：30～1～～～～～～33888818：30～118：30～118：30～1
半コ スコ スコ スココ後半後半後半コ ス▶▶▶ 29：4545：4999999111119：45 2219：45 2

「チャレンジ！ 空中運動・空中中運ャレレ「チチャチ 空中中ンジ！ 空ジ！レンレ 運動動・中運中
 キッズトランポリンコース」ッズキ ポリズズズ ラ スリリリ コ ス」ッズズ キ ポリポリトランズトズ ススンココーリンリ 」ス」
「チャレンジ！ 空中運動・
  キッズトランポリンコース」
「チャレンジ！ 空中運動・
  キッズトランポリンコース」

前半コース▶18：15～19：15
後半コース▶19：30～20：30
前半コース▶18：15～19：15
後半コース▶19：30～20：30
前半コース▶18：15～19：15
後半コース▶19：30～20：30

【木曜日】【木曜日】【木曜日】
３/２・９
 ・16・23
３/２・９
 ・16・23
３/２・９
 ・16・23 【水曜日】【水曜日】【水曜日】３/１・８・15・22３/１・８・15・22３/１・８・15・22

＆＆

対象（年中～年長） 対象（小学1～６年生）

募集期間 平成29年２月１日（水）～２月15日（水）募集期間 平成29年２月１日（水）～２月15日（水）
申込方法　①氏名（ふりがな）※親子　②年齢・学年　③性別　④学校名　⑤住所　⑥電話番号
　　　　　⑦コース名（前半・後半も記載ください）を明記の上、E-mail、ハガキ、FAX、
　　　　　来館のいずれかにて、事務局までお申し込みください。
　　　　　来館でお申し込みの場合、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。※当協会ホームページからもお申込みいただけます。
申 込 先　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-taikyo.jp   URL http://yamagatasi-taikyou.jp

講　師　　山形市スポーツ推進委員
内　容　　初心者・子供も楽しめるラングラウフスキー体験
対　象　　園児から一般（園児参加時は保護者同伴）先着20名
参加料　　500円（傷害保険料含む）※当日に徴収します。
持ち物　　防寒着・手袋・帽子・タオル・飲み物・着替え（必要な方）
その他　　会場のコンディションにより中止となる場合があります。
　　　　　実施判断は、２月13日（月）に行い参加者へ連絡します。

申込方法　メール、ハガキ、FAX、来場のいずれかの方法で
　　　　　２月13日まで氏名・年齢・住所・電話番号・靴のサイズ
　　　　　下記申込先までお知らせください。

申込先　　山形県あかねヶ丘陸上競技場内
　　　　　公益財団法人山形市体育協会
　　　　　ラングラウフスキー体験教室　担当：江口・後藤

ラングラウフスキー
体験教室体験教室体験教室体験教室体験教室
平成29年２月19日（日）
９：30～11：00

日程

会場 山形県あかねヶ丘陸上競技場

住　所：〒990－2481　山形市あかねヶ丘２－４－１住　所：〒990－2481　山形市あかねヶ丘２－４－１
電　話：023－644－4850　ＦＡＸ：023－664－0544　メール：ken-akane@yamagatasi-taikyou.jp電　話：023－644－4850　ＦＡＸ：023－664－0544　メール：ken-akane@yamagatasi-taikyou.jp
住　所：〒990－2481　山形市あかねヶ丘２－４－１
電　話：023－644－4850　ＦＡＸ：023－664－0544　メール：ken-akane@yamagatasi-taikyou.jp

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.111 ●2017.２月号

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.111 ●20



賛助会員紹介○31 株式会社ジャワ商会
住所：山形県山形市六日町７－２　TEL：023-633-0333

お知らせ

職員紹介

平成29年度 ４月分  抽選会日程等についてカローリング教室 実施報告

１０－１－２－３－４－５ ２ ３ ４ ５ Enjoy Sportsをみたとお声掛けください^－^ssをみたとお声掛けください^－^

Ｑ.仕事に対するモット
ー

Ａ.笑顔を絶やさない

Ｑ.趣味は？
Ａ.映画鑑賞

Ｑ.心身リフレッシュ術

Ａ.温泉・猫の散歩・○○

Ｑ.ちょっぴり自慢した
いこと

Ａ.縦列駐車を一発で決め
る

一言…

氏　　名：佐々木　こころ
出 身 地：山形県
専門種目：硬式テニス
身　　長：163cm
血 液 型：Ａ型
最終学歴：武蔵野調理師専門学校

氏　　名：佐々木　こころ
出 身 地：山形県
専門種目：硬式テニス
身　　長：163cm
血 液 型：Ａ型
最終学歴：武蔵野調理師専門学校

氏　　名：佐々木　こころ
出 身 地：山形県
専門種目：硬式テニス
身　　長：163cm
血 液 型：Ａ型
最終学歴：武蔵野調理師専門学校

ささき こころ

体 　 力
行 動 力
包 容 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、ご理解とご協力をお願いします。

・上記のとおり暫定駐車場は工事のため利用できない期間があります。その期間中に、スケート場の一般開放（11/23～２
/26）や大会等も実施されますので、土日は混みやすい状況になりますので、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≫
・２/４（土）・５（日）・11（土）・12（日）・18（土）・19（日）・25（土）・26（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。
［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３月 １日（水）

平成29年３月26日（日）

平成29年３月 ２日（木）

平成29年３月 ２日（木）

平成29年３月 ２日（木）

平成29年３月 ２日（木）

平成29年３月 ７日（火）

平成29年３月24日（金）

平成29年３月27日（月）

023－625－2288

023－625－2288

023－684－4296

023－635－1771

023－641－6705

023－625－2288

023－625－2288

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。

【会　場】
山形市総合スポーツセンター

※事前申し込みあります

※事前申し込みあります

【会　場】
山形市総合スポーツセンター

【会　場】
山形市総合スポーツセンター

【会　場】
山形市球技場

山形市教育委員会　スポーツ保健課

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

023－641－1212（内線632）

賛助会員

代表取締役　社長　小関　信一さん

（法人個人順　敬称略） H29.１.13 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、
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

　文翔館の北東、六日町にあるそのお店の名は「株式会社ジャワ商
会」。みなさんには「ジャワスポーツ」の呼び名のほうが馴染み深い
かもしれませんね。昭和24年に創業したジャワ商会は山形を代表する
ラケット系スポーツの専門店です。そのルーツは、戦前インドネシア
の花屋さんから始まります。（詳しくはwebで「ジャワつれづれ」と
検索！）
　戦後まもなく山形でバトミントンの普及を始めたのは、社長のお爺
様である小関三郎さん。その頃から今日に至るまで、山形のバドミン
トン界では「バドミントンのジャワ、ジャワのバドミントン」という
フレーズでみなさんに親しまれております。その他にも、テニス・ソ
フトテニス・スイミング・フィットネス用品の豊富な品揃えが魅力的ですね。従業員の方々も、バドミントンやテニス
に詳しい人ばかり。大型スポーツショップとは一線を画すその専門性の高さは、ジャワ商会の長い歴史の礎となってお
ります。
　昨年のリオ五輪では、バドミントンの日本人選手が活躍しました。2020年の東京五輪には、ぜひ山形からもバドミ
ントンの選手が出てきてほしいですね。近頃は、スポセンで娘さんとバドミントンをする信一社長の姿もちらほら。娘
さんの活躍も願っております。
　ラケット種目の経験がない方も、一度店舗に足を運んでみてください。キレイな店内、ピシッと並んだラケットたち
は、私たちの運動意欲をかき立てます。そしていつかは、ジャワ商会主催の「ジャワ杯」にチャレンジですね(^-^)。

開催日時　1/12（木）・26（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　日本カローリング協会公認インストラクター２名
参加者数　1/12（木）15名　 1/26（木）18名　　計33名

　今回は昨年に引き続きカローリング教室を開催しました。
　カローリング未経験者が半数以上いましたが、時間が経過するにつ
れどんどん上達し、また昨年から継続の参加者は更に上手になってお
り、レベルの高いゲームが繰り広げられました。
　カローリングのルール自体はシンプルですが、ゲームに勝利するた
めにはチームの戦略が必要となりとても盛り上がりました。
　参加者から面白いと大変好評でした。 

いしずえ
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