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運動を生活の一部に！
新年、明けましておめでとうございます。

年頭にあたり、コロナ禍の終息と皆さまが健康な毎日を送れるよう心からご祈念

申し上げます。

さて、本協会では、月２回 貯筋健康教室を開催しています。推奨団体では、

「…使えばなくなるお金の貯金、使って貯めよう筋肉貯筋…」を合言葉に、寝たきり

にもつながる脚筋力の低下を防ぐための運動への取組みを呼びかけています。

教室メニューも増やしました。健康の維持・増進のため複数教室等に参加する方も

増えてきています。運動を楽しく継続するためにも、教室等への参加もお奨めします。

検温、手指消毒、マスク着用、３密回避などの感染予防を講じながらの本協会事業

活動に、本年も変わらぬご支援をお願いします。

会 長

五十嵐 一清

Ｐ．４

＊ ことちゃん日記 ＊

2022年は寅年！ということで…

とうとう今年も始まった！

らく（楽）あり苦ありでも、

どうどう（堂々）と自分らしく

しっかり生きよう！

今年もよろしくお願いします。

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って開催を延期又は中止する場合があります、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

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

ラージボール
卓球教室

フリー 原則として毎週１回 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

エアロ美クス教室 フリー 第２・４金曜日 19：00～20：00 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

スローエアロ美ック フリー 毎週木曜日 13：30～14：30 会員 ３００円
非会員 ４００円

山北総合体育館

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

NPO法人さんぽくスポーツ協会では、この冬も様々な事業・教室を企画して
います。お友達や家族、職場の仲間などと一緒に、ぜひご参加ください！

１月２９日（土）

子どもスキースクール
湯殿山スキー場（山形県鶴岡市）に行きます。

ゆるやかなゲレンデで、初心者も滑りやすいです。
いっぱい滑って楽しもう！初心者に向けての指導も
行ないます。

２０２２年は寅年です！

と ら

２月１４日（月） ３月１４日（月）

トレーニングマシン使用講習会
マシンの使い方を再確認したい方や、カラダを鍛

えたいけどはじめてでどうしたら良いか分からない
方など、ぜひご参加ください！

と き 7：00～16：00
対 象 小学3～6年生
定 員 ２０名（先着順）
参加費 4,000円（リフト・昼食込）

※用具等レンタル料別途
申込み 1月２１日（金）

と き ① 9：30～10：30
②19：00～20：00

ところ トレーニングルーム
定 員 １０名（先着順）
参加費 高校生：無料

一 般：２００円
＋施設使用料１００円（定期券・回数券可）

申込み 開催日２日前まで

親子（未就学児）対象事業

「キッズパーク」
跳び箱ぴょん♪

大人気事業
「スローエアロ美ック」 第６回悠遊さんぽくボッチャ大会



山北の地で、健康づくり・元気づくり！

Ｐ．２
Ｐ．３

板垣瑠夏さんら全国高等学校バスケットボール選手権大会出場！！

山北地区の青少年の活躍を紹介します！

ガオー

山北総合体育館を利用する理由は健康維持・ダイエット、楽しむため、スポーツが好きだから
など…人によってさまざまです！
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企画です！

教えて！突撃インタビュー！

№9

斎藤 忠 さん（78）
（山北地区ゲートボール連盟 事務局）

集 落：寒川

趣 味：庭作り、魚釣り、麻雀

好きな食べ物：麺類（何でも！）、肉

好きなスポーツ：ゲートボール、ボッチャ

①あなたの健康法を教えてください！

カラダを動かすこと。スポーツを通して仲間づくり。週３回
のゲートボールは毎回欠かさず参加しています。

②休日の過ごし方は？

テレビでスポーツ観戦（野球など）。体操をしたり、外で活動
も行っています。

③ストレス発散法は？

仲間と集まってスポーツや麻雀をすること。あとは、少しお酒
も（たしなむ程度…）。

④あなたにとって「スポーツ」とは？

脳が活性化するボケ防止！カラダが動く限り、一生続けたい
です！

12月5日（日）

第６回悠遊さんぽくボッチャ大会
山北総合体育館で開催し、地区内から１６チーム、５４名が参加。

熱戦を繰り広げていました。
見事１位になったのは中継長寿クラブA。（２年半ぶり３回目！）

リーダーの菅原一男さんは「大変面白かった。また優勝できるように
頑張りたい」と話していました。

＊大会結果＊

年末開催事業から…

羽黒高等学校が「第32回山形県高等学校バスケットボール
選手権大会」で見事優勝！おめでとうございます！

12月に東京都で行われた「第74回全国高等学校バスケット
ボール選手権大会」に出場しました。１回戦で浜松開誠館
高等学校（静岡県）に、惜しくも敗れてしまいました。
今後の益々の活躍を期待しています。

る か

開催日 大会名 会 場 結果

令和3年10月31日（日） 第32回山形県高等学校
バスケットボール選手権大会

山形市総合スポーツセンター 優勝

令和3年12月23日（木）～29日（水） 第74回全国高等学校
バスケットボール選手権大会

①東京体育館
②駒沢オリンピック公園運動場体育館

１回戦
惜敗

山北地区の登録メンバー・部員の方々（写真左から）

社会体育団体紹介

＊活動について＊
●と き 原則毎週水曜日 9：10～10：10

金曜日 12:30～14:30※変動有
●と こ ろ 山北総合体育館、山北テニスコート
お問い合わせ：代表 本間 薫 （TEL 77-3605）

テニスを中心にいろいろなスポーツを楽しみ、健康でい
たい！そう思う２０～７０代の幅広い年代が集い、2020
年から活動しています。（団体登録は今年度から！）
テニスコートが使用できない冬場、体育館では防獣ネッ

トを活用してやる気満々です(笑)どんなスポーツでも一緒
に楽しく取り組んで、仲間の輪を広げましょう♪

12月16日（木）昼・夜２回開催

指導者AED講習会
山北総合体育館で開催し、１９名が参加しました。村上市消防

署職員からAEDの正しい使い方など指導していただきました。
新型コロナウイルス感染防止のため、限られた実技内容でしたが、
とても有意義な時間となりました。
初めて参加した加藤天平さん（大毎集落）は、「１回行っただけ

では身につかないなと思った。また受けたい」と語っていました。
ちなみに、山北総合体育館（事務室）にAED２台設置中です！

優勝した
中継長寿クラブA
の皆さん

※写真を撮るときだけ、
マスクを外していただきました！

順位 チーム名 メンバー

１位 中継長寿クラブＡ 大滝政巳・菅原一男・菅原満 （写真左から）

２位 ３Ｂ体操笑々Ｂ 本間まき子・五十嵐まさ子・富樫美子・大滝康子

３位 山北ＧＧＣチーム５才 富樫勉・渡部貞子・富樫博子

チーム青木 本間桃子・富樫与美・青木美知雄

第35回笹川流れマラソン
は再延期に…
来る４月１０日（日）開催予定でしたが、参加者・

スタッフ全ての関係者にとって安心・安全な開催が
困難であると判断し、令和５年４月９日（日）に
再延期が決定しました。

２年 本間琉々（山北中学校出身 大谷沢）部員（マネジャー）

１年 菅原立樹（山北中学校出身 中継） 部員

２年 板垣瑠夏（山北中学校出身 朴平）登録メンバー

１年 大滝 翼（山北中学校出身 北中） 部員

１年 板垣音羽（山北中学校出身 朴平） 部員（マネジャー）

さいとう ただし

村上から来る尾野コーチの指導の
おかげでだんだん上達して楽しい♪

る る

トピックス
「あの永田務選手も走っていた…」
東京2020パラリンピック男子マラソンＴ46

（上肢障害）銅メダリスト

1998（平成10）年４月５日（日）に開催した第

12回大会、5㎞ 中学生男子の部で2位に入賞。

その大会の申込者は、史上2番目の2,478人。

ちなみに1番目は第11回大会で2,512人でした！

12月12日（日）村上市民ふれあいセンター等においての

「永田務選手の報告会」

開会前にコシヒカリや赤かぶ漬けなどを贈呈

（硬式テニス・スポレックなど）

り き

る か

つばさ

と わ


