
〒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

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
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

★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

（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。

11月11月11月「チャレンジ！親子体操コース」「チャレンジ！親子体操コース」「チャレンジ！親子体操コース」「チャレンジ！親子体操コース」
59名名名59名指導員指導員指導員指導員

〈12月〉保護者サポートプログラム〈12月〉保護者サポートプログラム〈12月〉保護者サポートプログラム〈12月〉保護者サポートプログラム

参加人数人数参加人数参加人数参加人数公認アスレティックトレーナー　　原田　扇人　氏

講師：山形大学　　渡邉　信晃　氏

子どもの成長過程の初期には、最も身近にいる保護者とのふれあいが、心身の発達上、非常に大切であるとい
われています。本コースでは、親子コオーディネーション体操を通じて、親子で楽しく運動に取組みました。

※本コースは親子参加プログラムのため、保護者サポートプログラムは実施されませんでした。 ☆来月の保護者サポートプログラムのご案内☆

【あそびと動作の発達（前期）】

11月11月11月「バレーボールコース」「バレーボールコース」「バレーボールコース」
73名73名指導員指導員指導員指導員

★保護者サポートプログラム★★保護者サポポートプログラム★★保護者サポートプログラム★★保護者サポートプログラム★

参加人数参加人数数参加人数参加人数山形市バレーボール協会　派遣指導員

講師：公益財団法人日本体育協会　公認アスレティックトレーナー　　原田　扇人　氏

バレーボールの基礎スキルにつながる動作の習得にむけ、様々な運動プログラムに取組みました。

　【ジュニア期の傷害予防とストレッチ】

バ ボバ ボ

年中～
小学２年生
対 象

小学３年生
～６年生
対 象

【山形市体育協会ジュニアスポーツプロジェクト】

チャレンチャレンジ!!!チャレンジ!!!
ュニアスポ ツプロジェクト】

キッズ・ジュニアスポーツジュニアスポーツキッズ・ジュニアスポーツ

FestivalFestival開催開催
しまします!!!!!!Festival開催
します!!!

キッズ・ジュニアスポーツスクール参加者を対象に、世界の頂点を目指すトップスポーツを支えるコーチが直接指導にあ
たるスポーツプログラムやトップアスリートの食事体験など、１日を通し、親子で様々な体験ができるスポーツイベント

【キッズ・ジュニアスポーツフェスティバル】を開催します。

ジュニアスポーツ指導者講習会ジュニアスポーツ指導者講習会
平成２６年１２月１3日（土） 17：00～18：30

★お問い合わせ★　　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
　　　　　　　　　　　　

山形市総合スポーツセンター 大会議室

【指導者に求められていること】～「スマイルエンド」を目指そう～
勝　田　　　隆 氏 <独立行政法人日本スポーツ振興センター

日　時
会　場

演　題
講　師   スポーツ開発事業推進部長>

チャレンジ !!!チャレンジ !!!

85
55
44
71
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名名名

氏

ジュニアスポーニアスポージュニアスポー
平成２６年１２月１3

★お問い合わせ★　 公益財
　　　　　　　 　　〒990

山形市総合スポー

日 時
会　場

チャレンジ !!レンジチャレンジ !!!

キッズ・スポーツスクールキッズ・スポーツスクール

～「今」が未来を変える～
平成２６年１２月１４日（日） ９：00～15：30

山形市総合スポーツセンター 第一体育館

年中～小学２年生　親子１００組（抽選）

2,500円（保険代、昼食代含みます）

日本スポーツ振興センター
日本オリンピック委員会 等 派遣コーチ

キキキ

～「今」が未
平成２６年１２月

山形市総合スポ

年中～小学２年生

2,500円（保険代、

日本スポーツ振

FestivalFestival
い　つ
どこで
対　象
参加料
講　師

チャレンジ !!!チャレンジ !!!

ンター内）
X：023（625）2285

スマイルエンド」を目指そう～
日本スポーツ振興センター

  スポーツ開発事業推進部長>

ーツ指導者講習会ーツ指導者講習会
3日（土） 17：00～18：30

財団法人山形市体育協会事務局（山形市総合スポーツセ
0－0075 山形市落合町１番地　TEL：023（625）2288 ／ FAX

ーツセンター 大会議室

【指導者に求められていること】～「ス
勝　田　　　隆 氏 <独立行政法人日

演　題
講　師
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ク委員会 等 派遣コーチ
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来を変える～
１４日（日） ９：00～15：30

ポーツセンター 第一体育館

生　親子１００組（抽選）

昼食代含みます）

振興センター

チャレンジ !!!レンジチャレンジ !!!

ジュニア・
スポーツスクールジュニア・
スポーツスクール

～「今」が未来を変える～
平成２６年１２月１3日（土） ９：00～15：30

山形市総合スポーツセンター 第一体育館

小学3～６年生　親子１００組（抽選）

2,500円（保険代、昼食代含みます）

日本スポーツ振興センター
日本オリンピック委員会 等 派遣コーチ

ル

～「今」が未来を変える～
平成２６年１２月１3日（土） ９：00～15：30

山形市総合スポーツセンター 第一体育館

小学3～６年生　親子１００組（抽選）

2,500円（保険代、昼食代含みます）

日本スポーツ振興センター

FestivalFestivalFestival
い　つ
どこで
対　象
参加料
講　師

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.85 ●2014.12月号
【山形市体育協会ジ ニアスポ ツプロジ クト】

体協だより

（公財）山形市体育協会 広報誌 No.85 ●20



平成26年度 １月分  抽選会日程について

賛助会員紹介⑤ 株式会社 大風印刷

（敬称略） H26.11.19 現在

㈱カスカワスポーツ、（公社）日本ダンススポーツ連盟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㈱、蔵王温泉ガス㈱、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㈱、乃し梅本舗佐藤屋㈱佐藤松兵衛商店、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、富士電子㈱、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、山形建設㈱、㈱イタサカ、㈱ヤマケン、㈱山形グランドホテル、㈱テクノ菱和東北支店、㈱尚美堂、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、㈱タイヤセンターヤマダ、第一工業㈱、㈱赤塚製氷、近野商会、黒澤建設工業㈱、花久、遠藤商事㈱、㈲水工リサーチ、㈱翠紅園、㈱黒沼共同会計
事務所、山京不動産事務所、㈱城西電工、山形国際ホテル、サントリービバレッジサービス㈱東北営業本部山形支店、山形ワシントンホテル㈱、㈱佐藤建設、㈱酒房蕎麦きらく、BALLER'S 
YAMAGATA、㈲かすみテント、㈱ゲートコーポレーション、スペースアート稲村、山新建装㈱、奥山建設工業㈱

賛助会員

平成９年１月、（株）大風印刷は、蔵王連峰が一望できる蔵王産業団地内に
移転した。社長は、大学を卒業後、市内の会計事務所に11年間勤め、当時
父親が社長の（株）大風印刷に転職し現在に至っている。会社は、「ありがと
うが愛ことば」をモットーに、身近な人に喜ばれる仕事でお客様から選ばれ
るナンバーワン企業を目指している。
　社長は、山一中のPTA会長の時、山形フロアホッケー連盟の理事に就任
した。平成20年に山形で行われたスペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム山形の時、名誉会長細川佳代子さんの「障害のある人達はしあわせの天使、障害のある人達がいて
くれるから私たちはみんなにやさしくなれる」の言葉に感銘し、仲間と「山形どーもっす。」というフロアホッ
ケーチームをつくり活動している。
 「中体連の種目にフロアホッケーがほしい。障害のある子ども達が学校の壮行式でみんなに送られる。思っただけ
で感動する。そしてインクルージョン教育の実現が私のライフワークです。」と夢を語ります。そして会社は今年
障害者雇用の促進・重要性で厚生労働大臣表彰を受賞した。
　自らをチャーリーブラウンと似ていると語る社長は、ドライバーのヘッドスピード49。270ヤードの飛距離で会
社を牽引する。

ありがとうが愛ことば　代表取締役社長　大風 　亨さん

ややぶ にににらみツツイッタター
　二階でグリーンチャンネルを楽しんでいると、玄関で「お母さん、お父さん居る？」と娘の声。「いらない！」
「？…」どこかの川柳にあったような会話。
　小学３年になる孫娘がスポ小のバスケットの試合で初めてシュートをきめたと娘がわざわざ教えにきた。さすが我
が孫。いよいよ追っかけを開始する。「○○、今度の試合、ジジ応援に行くから頑張れよ」「いいよ無理しなくて。
ババがジジは日曜日たびに競馬で忙しいって言ってたよ」最近のカミさんの言動がボディブローのように効いてく
る。今までのツケがまわって来た。私のこれからはどうなるんだ。もう嫁さんを味方にするしかない。

山形県体育館からのお知らせ
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山形市総合スポーツセンター
大会議室

抽選対象施設 抽選会日程 開催時間 開催会場

合宿を伴う利用の場合
↓

PM1：00 受付開始
PM1:15 抽選開始

合宿を伴わない施設利用の場合
↓

上記抽選が終了後受付開始
PM2：00 抽選開始

平成２６年

12月３日㊌

第一体育館

第二体育館

武道場

弓道場

軽運動場

会議室

合宿所

《お問合せ先》　山形市総合スポーツセンター事務室　023－625－2288

山
形
市
屋
内
体
育
施
設

抽選対象施設 抽選会日程 開催時間 お問合せ先

受付開始
（PM1:30）

抽選開始
（PM2:00）

平成２６年

12月４日㊍

江南体育館

福祉体育館

南部体育館

沼の辺体育館

開催会場

江南体育館

福祉体育館

南部体育館

スポーツセンター ３F 会議室

023－684－4296

023－635－1771

023－641－6705

023－625－2288

※ご不明な点は、各『お問合せ先』までご連絡下さい※

31 ウチの嫁さんは世界一

祝祝 周年40
紅花スポーツ愛好会紅花スポーツ愛好会
バレーボールバレーボール 卓　　球卓　　球 バドミントンバドミントンバレーボール 卓　　球

会員募集中  毎週水曜日  午前中

バドミントン

　今年で紅花スポーツ愛好会は40周年を迎える事が出来ました。
昭和50年４月 山形県体育館で婦人講座（６ヶ月）が始まり、先生方のご指導で、バレーボール・卓球・バドミ
ントンの基礎を教わりました。初めての方が大半だったそうです。
　スポーツは「楽しい」「元気になれる」とこのまま講座を終わるのではなく、私達でクラブを創ろうと立ち上
げたのが ”紅花スポーツ愛好会”です。
　また、霞城の友スポーツ愛好会、若草スポーツクラブもでき、３クラブの交流を「三友会」として絆を深め
てまいりました。
　これからも紅花スポーツ愛好会を育み、スポーツを通して良き友、良き仲間との活動を楽しんでいきたいと
思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅花スポーツ愛好会　会 長　佐 島　恵 子

会 長 挨 拶
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