●毎週水曜日は山北総合体育館の一般開放日☆
発行日 平成28年7月1日

曜日 PM 5：00 ～ PM 7：00 は

毎週

無料開放

Vol.3

を行っているんデス ♪

体育館の施設（メインフロア・トレーニングルーム・走路など）を
毎週水曜日PM5：00~PM7：00は無料でご利用いただけます。
放課後、お友達を誘って仲良く元気に運動するも良し！
お仕事終わり、帰宅前に立ち寄って軽く汗を流すも良し！
利用時は体育館入口の受付用紙に名前と住所を記入してください。
どんどん活用して心地よい汗を流しましょう。

●山北総合体育館 お得な定期券・回数券のご案内

定期券

※市内・他地区体育館もご使用できる共通券です。

• 購入日から定期にわたり、毎回面倒な使用料
の支払いをせずにスムーズに利用できます。
• 1ヶ月 ¥600 ・ 3ヶ月 ¥1,800 ・ 6ヶ月 ¥3,600 ・
通年 ¥7,200 の4種類です。

回数券
• 定期券のような有効期限を設けないタイプ
の券です。いつでも好きなときに利用でき
ます。
• 1冊11枚綴り、¥1,000です。[11回分]

続けよう！と思ったら… おすすめです
山北総合体育館
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●定期券・回数券のご案内

～ ごあいさつ ～

T E L：0254-77-2828
F A X：0254-77-3996
M A I L：sanpoku.sports@purple.plala.or.jp
スタッフ･･･本間 富美男・菅原 寿・斎藤 梅子・菅原 加奈・大滝 仁志・板垣 琴美
●掲載した事業内容等は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

●会員・賛助会員募集中！

●このたよりは平成28年6月に作成しました。

会長

國井

一二

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
当協会も３年目を迎え、去る４月１日からは山北総合体育館他７施設の管理・運営
業務も加わり、職員も６名体制で平成２８年度をスタートしました。
各種スポーツ団体の競技力向上、生涯スポーツの推進、地域住民の健康増進などに
加えて、地域貢献活動への取組みなども展開していきたいと考えています。さらに
今年度は、組織・財政基盤の安定のため法人化を目指しております。地域の皆様の
当協会の活動により一層のご理解ご協力をお願いし、ご挨拶とさせていただきます。

地域の皆さまにとって

無くてはならない 団体を目指します！
当協会で行っている教室などのご紹介

平成27年度 さんぽくスポーツ協会 賛助会員報告

289 の個人・団体・事業所の皆さま、ご支援ありがとうございました。
※ 紙面の都合上、一般会員の名簿は
記載いたしませんでした。ご了承ください。

ご協力いただいた方々（敬称略、順不同）

◇個人
【府屋】板垣一男 小田辰俊 小田洋子 國井一伸 富樫高 竹田勇
増子正人 松山鶴吉 田宮利久 板垣茂一 富樫幸男 本間文正
小田一衛 竹田幸太 富樫幸秀 大滝慎一 嶋村吉治 斎藤靖
渡辺征一 太田文夫 小田吉重 斎藤知恵 本間義人【岩崎】青木繁
増子隆行【中浜】大滝五郎 富樫由【堀ノ内】國井一二 富樫力雄
板垣進 阿部友良 富樫正夫 大滝重蔵 佐藤義雄 本間留吉
富樫吉一 大滝誠 増子好治 本間一行 大滝芳秋【大谷沢】本間実
五十嵐忠雄 渡辺政勝 渡辺知佳【温出】本間甚太郎 本間治久
菅原光春 富樫和則【塔下】富樫久治【杉平】富樫賢一 松田サキ
富樫フキ子【遅郷】板垣和男【岩石】平方和弥【荒川口】小田定彦
【朴平】板垣清一【小俣】佐藤庄平 佐藤栄 佐藤壮一 佐藤治
田宮喜一【雷】木村晃【中継】板垣茂樹 五十嵐恒男 板垣充
大滝孝蔵 東海林秀禮 菅原一男 菅原仁兵衛 菅原哲治 村山隆
菅原敏彦 菅原正美【山熊田】大滝利枝子 大滝剛【大毎】加藤一茂
加藤勝人 加藤権治郎 佐藤隆一 佐藤助二 富樫一頼 渡辺公雄
【北中】岩佐勝晴 大滝一志 小野清 小田貞明 大滝康子 加藤亨
大滝泰博 斎藤甲三 斎藤悠輔【北黒川】斎藤勝子 齋藤寿昭
齋藤誠【荒川】富樫三夫 富樫充【中津原】菅原義栄 菅原加奈
【鵜泊】大滝栄一 大滝豊 小林徹 富樫和雄 本間健二 本間常夫
大滝美和子【寝屋】富樫栄輔 富樫昌平 富樫正美 富樫豊
【碁石】板垣幸雄 大平寅雄【長坂】佐藤富春【勝木】大滝勝弘
板垣崇 大滝一芳 大滝計三 小見昭治 加藤光男 斎藤俊蔵
斎藤栄 斎藤茂 斎藤龍爾 佐藤紀子 斎藤雅峰 本間富美男
斎藤正志 高橋礼子 本間清 本間鉄雄 本間良夫 前田忠良
宮嶋喜尚【遠矢崎】加藤一行 加藤勝美【板屋沢】加藤辰博
【桑川】大滝昇 本間茂 本間徳二 本間洋一【笹川】本間安一
【今川】中島秀雄 中村量徳【脇川】尾形正行 斎藤運平 渡辺章男
渡辺一弥 渡辺忠洋 渡辺俊夫 渡辺等 渡辺幹雄 渡辺泰平
【寒川】板垣貞芳 板垣良次 貝沼友恭 加藤広輪 後藤誠 斎藤武
斎藤梅子 斎藤梅枝 斎藤恵子 斎藤善策 齋藤忠 斎藤三善
斎藤優子 斎藤重太郎 斎藤玲子 佐藤公夫 佐藤仙太郎 佐藤淑美
東海林弘夫 増子喜彦 丸山龍治 宮嶋ムラ子 吉岡陽一 渡部貞子

【芦谷】大滝幸一 加藤定吉 本間茂【越沢】斎藤昭男 斎藤健
齋藤廣平 斎藤修吉 齋藤千秋 斎藤通明 斎藤智洋 斎藤正俊
斎藤基【関川村】渡辺史【中学校】山北中学校 校長 山北中学校 教頭

◇ 団体・事業所
【府屋】秋野屋 石まさ亭 共同印刷(有） 藤右エ門商店 白雲堂
平方商事(有) 平喜旅館 (株)松山組 ますこ接骨院 丸與木材(株)
増子理容館 ラ・フォレステール 藤原工務店 青木医院 初野医院
スナック紅 ダイゴ 富樫木材(有） フジイデンキ 村上市森林組合
(有)メディア やまぶん商店 岩佐木材(有) （有）江口保険 喜多山
大滝酒店 小田与惣左ｴ門商店 心寿し すみRe工房 本図歯科医院
府屋自動車工業(株) ほしの整体 (有)松本組 丸芝呉服店 平方輪店
村上信用金庫府屋支店【中浜】（有）山北町農林水産加工公社
【温出】(株)板垣組【遅郷】（株）丸久建築【中継】板垣建築
菅原木材（株） 増子商店 (株)村文建設【大毎】(株)板垣ボーリング
(株)丸勝瓦【北中】つるみ自動車 (株)又助組【寝屋】本間建設(株)
新潟漁業協同組合山北支所
【下大蔵】(有)山北衛生社 八幡モータース
【勝木】板垣歯科医院 (有)大滝輪店 大滝林業(株) 山北徳洲会病院
(株)カエツハウス工業 (株)佐藤工業所 （有）山北鮮魚センター
JAにいがた岩船山北支店 (有)高野電気商会 高橋工業（株）
(株)富樫組 長浜屋旅館 (株)マルカ工業 (有)八幡鉄工所 斎藤建宅
【板屋沢】新潟三桂（株）グループ【下大鳥】斎藤労務士事務所
斎藤商店【桑川】笹川流れ 潮鳴亭 笹川屋酒店 （株）山正鮮魚
【寒川】石川屋 藤原鮮魚店
【村上市他】（有）内山スポーツ 寒川運送(株) (有)とがし商店
スポーツショップ フォルス 村上印刷(株) （有）山新
【村上地域老人クラブ連合会山北地区協議会】親和会 福寿会
寿楽会 大泉会 温寿会 愛好会 老友会 和楽会 高砂会
長寿クラブ 寿会 あらかわクラブ 清流会 睦会 蓬莱会
明老クラブ 日の丸会【小学校】さんぽく南小学校職員一同
【団体】山北バドミントンスポーツ少年団

今後も皆さまに楽しんでいただけるよう様々なイベントを企画していきます。
また、「こんな教室があれば参加したい♪」などご要望があればお聞かせください！

出前講座
ご用命を受けて各会場へお邪魔し
スポーツ指導や健康づくり体操を
丁寧に楽しくレクチャーします。
有意義なひと時を一緒に過ごしま
せんか！？

腰痛・姿勢改善教室
あなたの集落へ指導士が伺います。
ご自宅でお一人でも簡単にできる
ストレッチを続けて正しい姿勢を
手に入れましょう。ご近所さんを
誘ってご参加ください。

不定期

健康ウォーキング
大自然の中を元気に歩いて
気分爽快、リフレッシュ！
さらに脂肪燃焼！老化予防！
“歩く”って実はこんなに良い
ことだらけなんです。

体育館・小学校など 依頼に応じて

各集落集会施設

丸１日あそびの森

キッズアスリート教室

フラダンス教室

おもちゃ・お菓子作り体験や
軽スポーツ、探検などをして
みんなで一緒に遊びましょう。
遊びながらいつの間にか楽しい
新たな“発見”ができるかも！？

保育園児向けに色々な運動遊び
を行います。楽しく体を動かして
体力をアップさせましょう。
“自分でできる”を増やせば運動が
大好きになること間違いなし！

穏やかな音楽に合わせて
優雅に踊りましょう♪
心も体もリラックス。
フラを通じてお友達作りも。
初心者大歓迎です！

地区内外

7/30(土)・秋頃

会員・賛助会員募集中！

当協会では、協会の会員とジュニアスポーツ部会員（剣道・柔道・卓球・バドミントン・野球・ミニ
バスケットボール）となって活動してくださる方を大募集しております。
また、山北地区のスポーツ活動にご支援・ご協力くださる“賛助会員”の受付も同時に行っています。
いただいた賛助会費は活動・運営を支えるための貴重な財源として、大切に活用させていただきます。
尚、ご不明な点などございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。
スポーツでこの山北地域を盛り上げましょう！皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
≪賛 助 会 ≫

≪会 員≫
区 分

金 額

内

高校生以下

1,000円

ジュニアスポーツ部会員以外の方

個

人

１ 口 以上

一

2,000円

当協会の活動に参加してくださる方

団体・事業所

２ 口 以上

般

容

区 分

※ １口 1,000円

条 件

≪ ジュニアスポーツ部会 ≫
区 分

金 額

小 学 生 未 満

1,500円

会費（年額）

700円 スポーツ安全保険料

800円

小

生

2,000円

会費（年額） 1,200円 スポーツ安全保険料

800円

生

3,300円

会費（年額） 1,450円 スポーツ安全保険料 1,850円

高

中

学
校

内

容

山北地内

年４回予定

保育園を通してご案内します

さんぽく会館

毎月第２・４木曜日

↑ ※12月～2月休み

多目的グラウンド 夜間利用のお知らせ

６月６日 (月) ～９月３０日 (金)
時間：午後５時～午後９時３０分

ナイター照明 使えます！

期間中、多目的グラウンドの夜間利用ができます。
広いグラウンドを走り回ったり、お友達とスポーツをしたり！
尚、ナイター照明を利用するには“照明点灯カード”が必要です。（※1時間 1,000円）
山北総合体育館窓口にて販売を行っております。
申込み、問合せは「さんぽくスポーツ協会」まで。

