
〒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、室内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（木）・23日（木）　　全２回
場　　所 ： 山形市総合スポーツセンター剣道場　山形市落合町１番地　※駐車場あり
種　　目 ： 卓球バレー
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FAXして下さい。
　　　　　  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

＆
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２月２月２月２月２月２月２月２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▶18：15～19：15
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

「楽しくボール運動！
　　　　　バレーボールコース」
　　　　

「楽しくボール運動！しく「楽楽し楽 運くボくボボ ルー 運動動！しく 運ボ 動
　　　　　バレーボールコース」　 レババババ ルコー コボーールコーースス」」ス
「楽しくボール運動！
　　　　　バレーボールコース」
　　　　

「楽しくボール運動！
　　　　　バレーボールコース」
　　　　

「楽しくボール運動！
　　　　キッズサッカーコース」
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「楽しくボール運動！運動ボ 動動しくく「楽楽楽 運動運動ボールールくボく 動動
　　　キッズサッカーコース」ズサキ コサッサ カ 」　 ズササキッ　 コーカーサッサ ス」ース

「楽しくボール運動！
　　　　キッズサッカーコース」
「楽しくボール運動！
　　　　キッズサッカーコース」

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

＆＆

対象（年中～年長） 対象（小学1～６年生）

募集期間 平成29年１月４日（水）～１月15日（日）募集期間 平成29年１月４日（水）～１月15日（日）
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、各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
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体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.110 ●2017.１月号
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賛助会員紹介○30 お茶のふじ園
住所：山形県山形市和合町１－６－15－２　TEL：023-632 -2827

お知らせ

職員紹介

平成28年度 ３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 施設のことだけでなく、パソコンで聞きたいことがあれば聞いてください。けけでなく、パソコンで聞きたいことがあれば聞いてください。

Ｑ.仕事に対するモット
ー

Ａ.お客様が安心感を持て
るサービスを提供す

ること。

Ｑ.趣味は？
Ａ.ソフトテニス
Ｑ.心身リフレッシュ術

Ａ.筋トレ、ランニングな
ど体を動かし、リフ

レッシュをしています
。

Ｑ.ちょっぴり自慢した
いこと

Ａ.全国情報処理学会にて
、論文を発表したこ

とがあります。一言…

氏　　名：菅原　貴衡
出 身 地：岩手県
専門種目：ソフトテニス
身　　長：175.5cm
血 液 型：O型
最終学歴：岩手県立大学ソフトウェア情報学部

氏　　名：菅原　貴衡
出 身 地：岩手県
専門種目：ソフトテニス
身　　長：175.5cm
血 液 型：O型
最終学歴：岩手県立大学ソフトウェア情報学部

氏　　名：菅原　貴衡
出 身 地：岩手県
専門種目：ソフトテニス
身　　長：175.5cm
血 液 型：O型
最終学歴：岩手県立大学ソフトウェア情報学部

すがわら たかひら

W o r d
E x c e l
 
 
性 格

blind touch
マウス・
キーボード操作

≪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、11/15～５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。
≪屋内プールについて≫
・１/21（土）は、大会が開催されるため13時からの一般開放となります。
・１/29（日）は、大会が開催されるため休場となります。
≪駐車場混雑予想≫
・１/８（日）・14（土）・15（日）・21（土）・22（日）・28（土）・29（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

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

※スポーツセンターテニスコートは、天候及びコンディション等により、貸出を行わない場合又は中止する場合が
　あります。ご予約は随時行っております。（お問い合わせ先：023－625－2630）

平成29年２月１日（水）

平成29年２月２日（木）

平成29年２月２日（木）

平成29年２月２日（木）

平成29年２月２日（木）

12月29日～２月28日は休場となります。

12月１日～４月中旬まで休場となります。

023－625－2288

023－684－4296

023－635－1771

023－625－2288

023－625－2288

023－674－7096

023－625－2288
※スポーツセンターまで

※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

会　場：
山形市総合スポーツセンター

賛助会員

代表　佐藤　友章さん

（法人個人順　敬称略） H28.11.22 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、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、
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　日本の冬といったらコタツにみかん、そして温か～い“お茶 ”ですね。そんな、
家でも外でも手放せない日本人の飲み物である“緑茶 ”を販売しているのは「お
茶のふじ園」。代表の佐藤友章さんが会社を立ち上げたのは、平成６年の新茶の
頃でした。「ふじ園」は、代表兼営業マンのお父さん、（取材当時）県内に５人
しかいない日本茶インストラクターの資格を持つ娘のさおりさん、そして縁の下の
電話番である孝子さん（お母さん）の３人で経営されています。
　主に、県庁や市役所、各企業などの事務所に向けて販売していますが、個人
向けにも販売しており、自宅兼会社まで買いに来るお客さんもいるとのことです。
では、何故そんなにも多くの方が「ふじ園」からお茶を買うのでしょうか。その
理由は、会社の理念「品質の見極め」にあるようです。「毎年新茶の時期に届く
100を超える“見本茶（新茶葉）”の中から、味と価格の両立した10 本を厳選
している」と友章さんとさおりさんは語ります。うん、納得ですね。
　取材はほっこりとした、まるで “コタツと緑茶 ”のような雰囲気で流れていきま
す。最後に、さおりさんから「風邪の予防には、お茶でうがいを！（出涸らしOK）」と薦められました。味よし、色よし、
香りよし。皆さんも「お茶のふじ園」が選ぶお茶を飲んでみてはいかがでしょう。
　さて、寒さが厳しくなってきましたね。今年は緑茶を飲みながら新年を迎えようかと思います（ －^^ ）。

　12/11（日）年中～小学６年生までを対象に、「スポーツ好きな子どもを増やすこと」「スポーツの基礎となる基本動作の習
得」を目的に上記イベントを実施いたしました。参加した子どもたちは、「走る動作」「柔軟性」「あそびを交えた運動動作」
「競争心の向上」をテーマに「“４つ”のスポーツミッションのクリア」を目指し、お昼は昼食を摂りながら「栄養指導プログラ
ム」も受講しました。一日参加型の長時間に及ぶプログラムでしたが、子どもたちは終始笑顔で運動を楽しみました。
　また、保護者を対象に、「親子で学ぶスポーツ～大人は身近なコーチ～」と題し、今年開催されたリオオリンピック、パラリ
ンピックで活躍した選手たちを、裏舞台で支えるサポート体制の紹介や、日常生活における子どもとのかかわり方、子どもの
やる気を向上させる声のかけ方等の講義を行い、参加された保護者の皆様より、たくさんの好評の声をいただきました。

スポーツフェスティバル実施報告　参加者数63組

開催日時　12/8（木）・15（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剣道場
指 導 員　ほなみふれあいスポーツクラブ　阿部浩三郎　氏
参加者数　12/8（木）17名　 12/15（木）16名　　計33名

　障がいがある方とそのご家族を対象としたエンジョイ吹矢教室を実施しました。
　運動量は少ないものの、腹式呼吸を用い体全体を使用するため、参加者からは「背筋がピンと伸びて清々しい。」という意
見が多く、また内容として「難しくはないが、集中しないと的に当たらなくて、大変面白い。」と好評でした。
　足腰の不自由な車椅子やパイプ椅子を使用する方々も，的の高さを低く設定し一緒にプレーを楽しみました。

エンジョイ吹矢教室　実施報告
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