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この冬も、様々なメニューをご用意！

多様な事業展開を目指して
いよいよ年の瀬も押し迫ってまいりました。

当協会も、去る４月３日からＮＰＯ法人として活動しています。鍛え、競うだけで

ない、健康増進や楽しみながらの生涯にわたるスポーツ活動の推進に加えて、文化的

事業への取組みも今後予定しています。

山北地区スポーツ活動の拠点である山北総合体育館は現在、耐震補強・大規模改修

工事期間中で、来年４月にはリニューアル・オープンされる予定です。それら施設を

管理・運営している当協会としても、有効利用を図りながら、新たな事業展開も図り

たいと考えています。

来年は、戌（いぬ）年。皆様、健康で駆け巡る１年になりますように。

副 会 長

五十嵐 一清

Ｐ．４

＊ 編集後記 ＊

ペットボトルの

キャップを

回収しています！

事業名 日 時 場 所 ・内 容 参加費

気軽にスポーツ体験 １２月１５日（金）
19：00～20：00

山北コミュニティセンター体育館
ボッチャ、スリッパ卓球等、軽スポーツ

100円

大人スキースクール

☆希望日のみの参加可

１２月１７日（日）
8：00～18：00

湯殿山スキー場 募集：20名
内容：レベル別

スキー指導
対象：20歳以上の方

会 員 3,000円
非会員 4,000円

１月２１日（日）
9：00～15：00

ぶどうスキー場 会 員 2,000円
非会員 3000円

子どもスキースクール 2月17日（土）
2月18日（日）

ぶどうスキー場 未定

キッズパーク 1月13日、20日、27日
土曜日 全3回

さんぽく会館
内容：跳び箱、バランス運動など

1回 300円

笑って笑って健康教室
※好評開設中

第２・４水曜日
14：00～15：00

さんぽく会館 会 員 400円
非会員 500円

健康太極拳
※好評開設中

第２・４金曜日
14：00～15：30

ゆり花会館 会 員 400円
非会員 500円

NPO法人さんぽくスポーツ協会では地域奉仕活動と
してペットボトルのキャップを収集しています。
9月19日（月）に村上市でキャップ回収の取りまとめ

ている村上市立平林中学校へ1,976ヶ、重さにして

7.6kgをお届けしました。

引き続きご家庭の不要になったペットボトルキャップの
引き取りを行っております。当協会事務所まで持参して
ください。宜しくお願いします。

※必ずキレイに洗ってから持参してください。
皆様のご協力をお待ちしています。

地域貢献活動報告
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あっという間に今年も残り1ヶ月…
皆様にとってどんな年でしたでしょうか？
今年を振り返りつつ来年の目標も早めに
立てなくては…と考えています。
まずはウォーキングを続けること！
（雨や嵐の日も新聞配達を手伝っています）

それとお正月、大好きなお餅を食べ過ぎ
ないよう気をつけます（＞＿＜）
来年もよろしくお願いします！！

ＢＹ：ことちゃん

11月12日（日）

さんぽく祭でブース出店しました
11月7日
↓ノルディックウォーキングの様子

10月27日
第10回山北地区協議会ゲートボール大会（市長杯）

ゲストプレーヤーとして高橋市長が参加！

山北地区の一大文化イベント「さんぽく祭」。今年度は山北総合体育館が
耐震補強・大規模改修工事中の為、メイン会場はゆり花会館でした。
当協会では初めての試みとして無料のブース出店をしました。握力や長座
体前屈、閉眼片足立などの【体力測定】とバランスボールやストレッチポー
ルを使った【体験コーナー】といった内容です。
そして１時間ごとにじゃんけん大会を開催しました！

９月４日 スポ少「体力づくり・ボランティア活動」
山北多目的グラウンドの草取りを実施！

協会スタッフに３連勝したら景品をプレゼント★
主に地区内の小学生（大人も少々…）で盛り
上がりました！ブースには合わせて75名の
方が体験やゲームに参加♪感謝です。
今後も様々な地域のイベントに積極的に参加
していきたいと思います！！

1 回 →

1 回 →
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１０月１日（日）海抜500ｍの吉祥岳（大毎集落）の登山
をしました。市内から15名の参加がありました。
山頂からの景色を見て、疲れが一気に吹き飛びました！
下山後は、大毎集落開発センターで持参した昼食と
お味噌汁を食べながらお互いを労いました。
天候にも恵まれ、気持ち良く
登山できました♪

今年の秋も、さまざまなイベント、教室を開催しました！

寒い冬、運動するのが億劫になる季節…

1日中動かないでいたら、体も固くなり

血の巡りが悪くなる等、悪循環です。

そうならない為に！

お風呂上りやテレビを見ながら等…

ちょっとした時間に出来る体操をご紹介！

①胸のストレッチ

椅子の後方で両手を組み

肘を伸ばし胸をあげる。

姿勢改善などに効果有！

Ｐ．２
Ｐ．３

１５秒を３セット、呼吸が止まらないよう意識！

私たちは山北地区駅伝大会の運営や、笹川
流れマラソンをはじめとする地区内外の陸上関
係の大会の支援なども行っています。一緒に
陸上競技を盛り上げていきましょう！！

会 長：板垣純一（碁石）
事務局：加藤和也（芦谷）、青木貴志（府屋）

NPO法人さんぽくスポーツ協会 事業実施報告

志賀専門指導員による

NPO法人さんぽくスポーツ協会 加盟団体紹介

プチ登山～秋の吉祥岳～

第56回山北地区駅伝大会を開催、
“絆”というタスキを繋ぎ合いました！

第9回「村上・阿賀野」ミニテニス大会大会実施報告

NEW!! 12/17（日）

フラダンス教室
芸能祭りで成果発表

説明文

10月29日（日）第9回「村上・阿賀野」ミニテニス大会が山北コミュニティセンターで開催されました。この大会は山北
ミニテニス連盟と阿賀野市ミニテニス協会の交流の輪を深めあうと共に一層の親睦を図ることを目的としたものです。
２４名の参加者で和気あいあいと試合が行われました。選手の伊與部さちさん（市内朝日地区在住）は「ほとんど
毎回参加している。結果は不調だったが楽しく参加できて良かった。」と話していました。

順 位 氏 名

優 勝 鈴木 肇（鶴岡市）

渡辺勝子

第２位 富樫則夫

小林キヨノ（阿賀野市）

第３位 加藤一行
竹田静子

山北地区陸上競技協会

写 真

11月3日(金)文化の日、晴天の中「第56回山北地区
駅伝大会」を開催しました。集落や職場などから
9チームが参加。走行コースは1.1km～最大3.4km
を駆け抜ける全9区間。（全長19.2km）
優勝は府屋ランニングクラブ「ＦＲＣ」※写真☆印
次回大会は渡された金色のタスキの使用が認められます。
参加した選手、役員の皆さんお疲れ様でした。
また来年、より多くの参加チームにより盛り上がった
大会にして行きましょう！

写 真

↑ご利用前に、この会員証を
フロントへご提示ください！

混合の部 Ｂブロック

順 位 氏 名

優 勝 五十嵐一清
小林志づ子（阿賀野市）

第２位 佐藤昌保（鶴岡市）

小林和子

第３位 竹田隆夫
小田静子

混合の部 Ａブロック

頂上からの景色

１１月１２日（日）山北地区の
一大文化イベント、「さんぽく祭」
がゆり花会館で開催されました。
当協会のフラダンス教室の講師
佐藤久栄先生と生徒、事務局の
６名で２曲披露しました。
大勢の観客の中、目立ったミスも
なく発表できました！

参加した富樫咲希さんは
「緊張したけど間違えずに
踊れて良かった」と満足そう
に話していました。
フラダンス教室は12月～
2月の冬期間休講しますが、
3月からまた練習を頑張り
ましょう♪

～大会結果～

ＮＰＯ法人さんぽくスポーツ協会の会員なら、瀬波温泉入浴料、
ぶどうスキー場リフト１日券割引の対象となります！
（市内４クラブの会員も含みます）
お得なサービスを利用して、温泉とスキーを満喫しませんか？
なお、瀬波温泉の一部割引対象施設等の詳細については、
当協会事務局までお問い合わせください。

☆

スタート直後、軽快に走り出す選手の皆さん！

会員特典

施設名 特 典

瀬波温泉 入浴料最大３８０円引

ぶどうスキー場 リフト１日券５００円引

②脇腹のストレッチ

両手を頭の後ろで組み

身体を横に倒す。

姿勢保持や呼吸の改善

があります。

NEW!! 12/15（金）


