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☆教室・事業のお知らせ☆
発行日平成29年7月1日 Vol.6この夏も、いろいろなイベント目白押し！！

※山北多目的グラウンド ナイター照明点灯期間
6/5（月）～9/30（土） ご利用ください！

スポーツを楽しみ、いい汗かこう！
近年、「健康寿命」とか「生涯現役」という言葉がよく聞かれますが、人間

誰もが元気で長生きをしたいと思うのは当たり前のこと。では、「健康長寿」の

ために何をすべきか。スポーツを楽しみ、いい汗をかいて心も身体もリフレッシュ

していく…（そういう私には歩くことさえ継続できないことですが）

ウォーキングをはじめスポーツを継続している人はいつまでも若く、輝いていると

言われます。ＮＰＯ法人さんぽくスポーツ協会にはスタッフとして二人の若い健康運動

指導士がいます。皆さんの健康づくりをお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。

いい汗をかいて、この夏を乗り切りましょう！
副 会 長

板垣 孝一

Ｐ．４

＊ 編集後記 ＊

今回特集した健康ワンポイント講座、皆さん
にぜひ実践していただきたいです。私は歩くこ
とから始めてみようと思います。ウォーキング
仲間募集中！一緒に“健康”を目指しましょう
（＾～＾）取材にご協力くださった方々、あり
がとうございました！取材や編集中のウラ話を
聞きたい方は広報担当（？）板垣まで…♪

写 真

写 真

～ 夏痩せは要注意!! ～

大滝 仁志（ 28）

こんにちは！この仕事を始めて子どもからお年寄りまで幅広い
世代の方と教室などを通して交流させていただいています。
これからもたくさんの人たちと接しながら様々な事業を企画
していきますのでご期待ください！！

◇プロフィール

・出 身 地 村上市鵜泊

・保 有 資 格 健康運動指導士

トレーニング指導士

・好きなスポーツ バレーボール、野球

・好きな食べ物 肉、つまみ（刺身）

・好 き な 色 青、紫

・モ ッ ト ー 聞き上手になる
おおたき ひとし

職員紹介

URL：http://sanpoku-sports.com

事業名 日 時 場 所・内 容 参加費

ナイターノルディック
ウォーク 【一般向け】

7月5・12・19・26日（水）
19：30～20：30

※26日のみ18：30～19：30

1・2回目山北総合体育館
3・4回目府屋・桑川周辺

１回

会 員100円
非会員200円

キッズパーク
【２歳以上の未就学児】

7月8・15・22日（土）
9：30～11：00

1 回 目 さんぽく会館
2・3回目 さんぽく北小学校

1 回 300円

丸１日あそびの森
【小学生】

7月29日（土）
8：45～16：00

寒川周辺
AMカジカの罠づくり、昼食作り
PM川遊び、スイカ割り

会 員700円
非会員900円

プチ登山
～秋の吉祥岳～

10月8日（日）

※9月頃募集を開始する予定です

吉祥岳（大毎集落） 未定

さんぽくビーチボール
大会

10月9日（月） 山北コミュニティセンター
体育館

1チーム
2,000円

写 真

山北が誇る「笹川流れ」を
眺めながらウォーキングしよう！

4/23
設立総会・祝賀会

☆ホームページについて☆

4/27 第１回悠遊さんぽく
グラウンド・ゴルフ交歓大会

4/30 春の健康ウォーク

柔道スポーツ少年団の練習風景

NPO法人さんぽくスポーツ協会の公式ウェブサイトを開設してから２ヶ月が過ぎました。
たくさんの方に閲覧していただき感謝します。これからも教室やイベントなどのお知らせや
施設の利用方法などの更新に努めます！お見逃しの無いようチェックしてください♪

見かけたら話かけてね♪

夏は痩せにくい季節だということを知っていますか？
気温が高いと体温調節のため脂肪を燃焼せず、痩せ
にくいのです。しかし実際に体重が減っている人も
いますよね？その理由は…

①体内の水分が汗で大幅に減少している
②食欲が無くカロリーの少ないものしか食べられない
と考えられます。夏バテ対処法として気を付ける
ポイントはこまめに水分補給をし、栄養バランスに
偏りが無いようお肉なども意識してたべてください。
今年の夏も暑くなる予報が出ています。生活の中に
適度な運動を取り入れて元気に乗り切りましょう！！
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【府屋】板垣一男 松山鶴吉 田宮利久 國井一伸 富樫幸男 板垣茂一 田宮照子 本間文正 小田辰俊
増子正人 小田洋子 小田一衛 竹田幸太 富樫幸秀 富樫高 渡辺征一 大滝慎一 嶋村吉治 竹田勇 渡部長伯
太田文夫 斎藤靖 本間義人 斎藤知恵 小田吉重 渡辺泰子 斎藤秀行 【岩崎】青木繁 増子隆行 青木美知雄
【中浜】大滝五郎 富樫由 【堀ノ内】國井一二 富樫力雄 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 板垣進 本間一行 大滝芳秋 佐藤淳一【大谷沢】五十嵐忠雄 渡辺政勝 渡辺知佳
【温出】本間治久 菅原光春 菅原恵子 富樫和則 【塔下】富樫久治 【杉平】富樫賢一 松田サキ 【遅郷】板垣和男
【岩石】平方和弥 五十嵐好勝 【荒川口】小田定彦 【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】菅原哲治 東海林秀禮 板垣茂樹 菅原正美 菅原仁兵衛 五十嵐恒男 大滝孝蔵 村山隆 菅原敏彦
板垣充 菅原一男 【山熊田】大滝利枝子 大滝剛 【大毎】富樫一頼 佐藤隆一 加藤勝人 佐藤助二 加藤権治郎
渡辺公雄 【北中】大滝泰博 加藤亨 小田貞明 斎藤甲三 斎藤悠輔 岩佐勝晴 大滝康子 小野清 【北黒川】斎藤誠
斎藤勝子 齋藤寿昭 【荒川】富樫充 板垣みさほ 【中津原】菅原義栄 菅原加奈 【鵜泊】本間健二 大滝豊 大滝栄一
大滝美和子 本間常夫 富樫和雄 小林徹 【寝屋】富樫昌平 富樫栄輔 富樫豊 富樫正美 【碁石】板垣幸雄
大平寅雄 【勝木】板垣崇 斎藤栄 斎藤雅峰 大滝勝弘 大滝計三 斎藤茂 高橋礼子 佐藤紀子 斎藤龍爾
前田忠良 本間鉄雄 斎藤正志 本間清 斎藤俊蔵 大滝一芳 本間良夫 本間みつ子 宮嶋喜尚 【立島】佐藤和之
佐藤優樹 【長坂】佐藤富春 【遠矢崎】加藤勝美 加藤倉三 【板屋沢】加藤辰博 【北赤谷】本間一蔵 【桑川】本間洋一
本間茂 大滝昇 【今川】中村量徳 中島秀雄 中村健児 【脇川】渡辺等 斎藤運平 渡辺章男 渡辺民矢 渡辺一弥
渡辺俊夫 渡辺幹雄 渡辺泰平 尾形正行 【寒川】佐藤公夫 加藤広輪 斎藤武 板垣良次 斎藤三善 斎藤忠
斎藤重太郎 増子喜彦 貝沼友恭 丸山龍治 斎藤善策 渡部貞子 斎藤玲子 斎藤梅子 斎藤優子 斎藤恵子 後藤誠
吉岡陽一 佐藤淑美 斎藤梅枝 斎藤忠之 【芦谷】本間茂 加藤定吉 大滝幸一 【越沢】斎藤健 齋藤廣平 斎藤通明
斎藤基 斎藤修吉 斎藤昭男 石割治 斎藤正俊 斎藤智洋 【下相川】板垣貞芳 【中学校】山北中学校校長
山北中学校教頭

【府屋】共同印刷(有） (株)松山組 平方商事(有) 秋野屋 藤右エ門商店 白雲堂 ますこ接骨院
富樫牛乳新聞店 平喜旅館 石まさ亭 丸與木材（株） 増子理容館 ラ・フォレステール 藤原工務店 スナック紅
心寿し 初野医院 (有)メディア 青木医院 平方輪店 フジイデンキ 富樫木材(有） やまぶん商店 本図歯科医院
岩佐木材(有) ブーランジェリーダイゴ 喜多山 （有）松本組 小田与惣左ｴ門商店 村上信用金庫府屋支店 大滝酒店
ほしの整体 村上市森林組合 丸芝呉服店 （有）江口保険 すみRe工房
府屋自動車工業(株) 山北商工会 森山林業機械 ギャラリー＆カフェ えん
【中浜】（有）山北町農林水産加工公社 （株）エメニクス【温出】(株)板垣組
(株)マルイチ 【堀ノ内】 （有）トガシ住建 【杉平】 （有）みつば
【遅郷】 （株）丸久建築【小俣】（有）中俣缶詰 （有）グリーンサービス羽越
【中継】増子商店 (株)村文建設 菅原木材（株） 板垣建築 【山熊田】
さんぽく生業の里（企） 【大毎】 (株)板垣ボーリング (株)丸勝瓦 （有）大滝食品
【北中】（有）山北車輌農機サービス (株)又助組 つるみ自動車 【寝屋】
新潟漁業協同組合山北支所 本間建設(株) 【勝木】 (株)マルカ工業 (株)富樫組
山北徳洲会病院 (有)八幡鉄工所 VAパーツ (株)佐藤工業 大滝林業(株)

(有)高野電気商会 (有)大滝輪店 長浜屋旅館 斎藤建宅 (有)山北衛生社
JAにいがた岩船山北支店 (株)カエツハウス工業 (有)大滝小太郎商店
板垣歯科医院 高橋工業（株） （有）山北鮮魚センター (有)日本海企画
セブンイレブン山北勝木店 【下大蔵】八幡モータース 大滝オートサービス
【板屋沢】新潟三桂（株）グループ 【北赤谷】山北木材加工協同組合
【下大鳥】斎藤労務士事務所 斎藤商店 【桑川】笹川屋酒店 （株）山正鮮魚
笹川流れ潮鳴亭 渡辺鉄工所 （有）笹川流れ観光汽船 【笹川】民宿藤三郎
【脇川】 （株）渡辺鮮魚 【寒川】朝日自動車 藤原鮮魚店 石川屋
【村上市他】 （有）内山スポーツ スポーツショップ フォルス （資）ほんぼ
村上印刷(株) 寒川運送(株) （有）山新 （有）とがし商店
【小学校】さんぽく南小学校職員一同
【村上地域老人クラブ連合会山北地区協議会】親和会 白寿会 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
長生会 あらかわクラブ 清流会 睦会 蓬莱会 明老クラブ 日の丸会
【団体】バレーボール連盟

314 の個人・団体・事業所の皆さまにご協力いただきました

クラブ名：Win山北

会員１５人で和気あいあいと元気に

活動しています！私たちと一緒に

バレーボールをしましょう♪

を開催しました！

練習日時：毎週木曜日19:30～21:30

場 所：山北総合体育館メインフロア

会 費：春3,000円 秋3,000円

連 絡 先：会 長 國井キミ子（77-2181）

事務局 富樫 紀子（080-6702-3715）

Ｐ．２
Ｐ．３

写 真

年齢なんかに負けてたまるか！！

写 真

NPO法人さんぽくスポーツ協会は地域の皆さまと力を合わせて活動します。
賛助会員としてご支援いただける方を募集しています。いただいた
賛助会費は活動・運営を支える貴重な財源として、大切に活用させて
いただきます。スポーツで、山北地域を盛り上げましょう！！

平成28年度賛助会員としてご支援くださった皆さまへ感謝を込めて…

詳しくは事務局までお問い合わせください！
多くの皆さまの入会お待ちしております！

平成29年度賛助会員・一般会員募集のお願い

役 職 氏 名 集 落

会 長 國井一二 堀ノ内

副会長

板垣孝一 中 継

五十嵐一清 大 毎

増子宗厚 岩 崎

理 事

齋藤廣平 越 沢

富樫 勉 伊呉野

斎藤 靖 府 屋

板垣純一 碁 石

斎藤 馨 脇 川

竹田隆夫 府 屋

本間 保 大谷沢

松橋正義 府 屋

斎藤外志範 寒 川

貝沼友恭 寒 川

富樫 徹 府 屋

本間富美男 勝 木

監 事
板垣昭一 碁 石

菅原政人 中 継

＊役員名簿 ＊
４月２７日（木）に「第１回悠遊
さんぽくグラウンド・ゴルフ交歓

大会」を山北球場と山北多目的
グラウンドで開催しました。参加
者は市内から総勢116人。前日
の雨でグラウンド・コンディション
は良好ではありませんでしたが、
熱戦が繰り広げられました。

大会終了後には山北自慢、海
の幸「アオサ汁」無料サービス

や地元特産物が当たるお楽しみ
抽選会をおこない、参加者の皆
さんも大満足の様子でした。
今後のランキング戦、山北
グラウンド・ゴルフクラブの皆さん
の健闘を祈っています。

●グラウンド・ゴルフとは…？

審判はあなた自身。
紳士淑女のスポーツです。

≪賛助会員≫
対 象：個人・団体・法人

個 人 １口 1,000円以上
団体・法人 ２口 2,000円以上

個 人

団体・事業所

※ 順不同

≪一般会員≫
対 象：一般市民

年会費：小・中・高校生 1,000円
一 般 2,000円


