
令和３年度 賛助会費のとりまとめ状況…
新潟・山形地震や新型コロナウイルスの影響により、平成３０年度以来のお願いとなり

ました。

個人・事業所等244件の皆様から412,000円の賛助会費をいただきました。

（令和３年８月２７日現在）
この賛助会費は、山北地区のスポーツ振興の発展のため、競技スポーツ部会・ジュニア

スポーツ部会の各加盟団体へ活動支援費に充当させていただきます。

●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。 ●このたよりは令和3年9月に作成しました。

お問い合わせ先はこちら！

住 所：〒959-3907

村上市府屋177-1（山北総合体育館内）

T E L：0254-77-2828
F A X：0254-77-3996
M A I L：sanpoku.sports@purple.plala.or.jp

発行日 令和3年9月15日 Vol.28
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＊ ことちゃん日記 ＊

８月２４日（火）

全部で６色ある職員の
ユニフォーム（Tシャツ）、
偶然にも全員が違う色を

着て来ました！
※もちろん打合せ無し(笑)

記念にパシャリ☆

おすすめ事業・教室一覧

新型コロナウイルス感染拡大状況により開催を延期又は中止する場合がありますのでご了承ください。

事業名 対 象 開催日 活動時間 参加費 会 場

通

年

教

室

ノルディック
ウォーク

フリー 毎週火曜日 10：00～11：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

ラージボール
卓球教室

フリー 第１・３火曜日 13：30～14：30 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

健康太極拳 フリー 第２・４金曜日 14：00～15：30 会員 ４００円
非会員 ５００円

ゆり花会館

３Ｂ体操教室 フリー 第１・３木曜日 19：00～20：30 会員 ４００円
非会員 ５００円

山北総合体育館

貯筋健康教室 フリー 第１・３水曜日 14：00～15：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

モーニング
ストレッチ★

フリー 第２・４水曜日
(１０月～１２月)

9：30～10：30 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

エアロ美クス教室
体験会

フリー ９月２８日（火）
１０月８日（金）

19：00～20：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

トレーニングマシン
使用講習会

高校生以上 毎月第２月曜日 9：30～10：30
19：00～20：00

高校生 無料
一般 ２００円

山北総合体育館

健

康

秋の健康ウォーク 一般 １０月１７日（日） 8：00～12：00 会員 ５００円
非会員 ８００円
中学生以下３００円

八幡地区

こ
ど
も

あそびの森
魚釣り

小学
1～6年生

１０月 ９日（土） 8：00～11：30 ５００円 間の内海岸

大

会

第４９回山北地区
剣道大会

１０月１７日（日） 山北総合体育館

第６０回山北地区
駅伝大会

１１月３日（水）
文化の日

山北多目的
グラウンド発着コース

アカウント名：＠sanpoku.sports ↑QRコード
スマートフォンをかざして読み取ってください

7/15（木）第33回山北地区連盟会長杯
ゲートボール大会
〔山北多目的グラウンド〕

中
止
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♪

♪

♪…10月から
開催日変更

東京2020パラリンピック

9/5（日）陸上男子マラソン

（上肢障害T46）

永田務さん（村上市出身）

銅メダルおめでとうございます！

8/21（土）
スケートパーク体験会
〔村上市スケートパーク〕

8/20（金）
ラージボール卓球教室
〔山北総合体育館アリーナ〕



山北の地で、健康づくり・元気づくり！

Ｐ．２
Ｐ．３

本協会の新人職員を紹介します！

おうちで簡単！１分体操

●プロフィール

集 落：北赤谷

趣 味：カラダを動かすこと！

好きな食べ物：肉、魚、野菜、果物
(なんでも食べます！)

好きなスポーツ：陸上競技・バレーボール など

（スポーツ少年団では野球をしていました）

●インタビュー
①あなたの健康法を教えてください！

好き嫌いせずいっぱい食べて、いっぱい動く！

②休日の過ごし方は？

こどもとバドミントンやキャッチボールをして遊んでいます！

③ストレス発散法は？

たまにちょっといいコーヒーを買って１人でゆっくり飲むのが
楽しみです、リラックスできます♪

④あなたにとって「スポーツ」とは？

幼き頃から体を動かすことが好きで、いろんなスポーツを
経験してきました。スポーツは私の人生の一部です！

はじめまして！よろしくお願いいたします！

金子 未来 デス♪（31）

今年の８月から新人指導員としてＮＰＯ法人さんぽくスポーツ協会に仲間入りしました！

山北中学校卒業後、陸上競技をするため十日町市内の高等学校に進学しました。

その後、専門学校では健康スポーツについて学び、運動指導インストラクターの経験もあります。

今後さまざまな経験を事業・イベント等に活かしていきたいと思います！

かねこ みく

（1） タオルストレッチ（立っても座ってもOK）

①肩幅にタオルを持って腕を真っすぐ上げる
②頭の後ろを通すようにしてタオルを下ろす

≪効果≫猫背改善、肩こり解消

① ②

（2） 指と頭の体操（脳トレ）

①小指、親指を交互に出して腕を前に伸ばす
②「チェンジ！」の合図で指を入れ替える

≪効果≫脳の活性化、指の体操

ふぅ～っと
息を吐きながら！

親指 親指 小指小指

スポーツの秋！新規事業！

エアロ美クス教室
体験会

№７

本間 広子 さん（72）

●プロフィール

集 落：大谷沢

趣 味：手芸、園芸、畑に行く

好きな食べ物：魚、野菜

好きなスポーツ：ノルディックウォーク

スポレック、テニス

ラージボール卓球
（若い人とすると楽しい！）

●インタビュー
①あなたの健康法を教えてください！

運動すること。友達の勧めで総合体育館に来るようになった。
いろいろなところに顔を出すのが楽しい！

②休日の過ごし方は？

味噌や漬物等を作って販売。畑に行ったり、総合体育館へ
運動に行ったり、休みなく動いています(笑)

③ストレス発散法は？

友達とおしゃべりをするのが楽しくて、ストレスなんて吹き飛
んで、忘れちゃいます！人とのつながりは大事☆

④あなたにとって「スポーツ」とは？

生活の一部。これからも継続していきたい総合体育館が
あって良かったです！！

山北地区でスポーツをする方に広報部長（？）の板垣が突撃インタビューしちゃうと
いう企画です！ねほりはほり聞きますヨ～♪

村上市委託の介護予防事業として「元気アップ☺教室」を開催します。府屋浜町、府屋駅前、府屋本町、温出、中継、

雷、大毎、今川、脇川に指導員が出向いて筋力トレーニングや楽しい脳トレ等を行いますので、ぜひご参加ください！

エアロビクスとは、全身の大きな筋肉を使い
音楽に合わせて動く、有酸素運動です。
初心者でも気軽に参加できる体験会を開催します。
動きをマネするだけで、幅広い年齢層の方が楽しく簡単に

できます。最近、運動不足を感じている方、一緒に動いて汗
を流しませんか？

●と き ９月２８日（火）、１０月８日（金）

１９：００～２０：００

●ところ 山北総合体育館 トレーニングルーム

●指 導 金子 未来 指導員

●参加費 会員３００円 非会員４００円

●持ち物 タオル、飲み物、内履き、ヨガマット など

●申込み ９月２４日（金）まで

ほんま ひろこ

ビ

どちらも大安デス！

↑無料貸出有

① ②

※写真撮影時だけ
マスクを外しました

※写真撮影時だけ
マスクを外していただきました


