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また、ミニテニスがしたい！
卯年も２月になりました。１月遅れとなりましたが、今年は

コロナ禍が終息することと、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、健康の３要素は栄養・運動・休養ですが、毎日の食事

や睡眠などと比較すると後回しになりがちなのが運動です。
健康診断などで運動することを勧められる人も多いと思います。

１人で運動を続けるのが難しい方には本協会

で主催する定期教室等への参加や山北総合体育

館等の各種競技利用団体に加入することをお勧

めします。

私こと、昨年は足の治療、その後の療養で

好きなミニテニスもできず、そのことで足の

筋肉も衰えました。今年は、仲間たちと笑い

ながらミニテニスがしたい。そのことを目標

にまずは下半身を鍛えたいと考えています。

本協会事業活動に、本年も変わらぬご支援、

ご協力をお願いします。

会 長

五十嵐 一清

Ｐ．４

＊ ことちゃん日記 ＊

このたよりを作成している時に、今季
一番の警報級の強い寒波となる可能性が
発令されました。これからの気象情報に
注意しながら、冬を乗り越えましょう。
万歩計を付け歩数をチェックしたり、

昨日より１０分多く動く
など意識して、寒さに
負けずに、無理なく
運動も行いましょう！

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。

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 毎週火曜日 13:30～14:30 会員 ３００円
非会員 ４００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 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 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

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

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、職場の仲間と一緒に、ぜひご参加ください！

２月２５日（土）

おやつ・あそびの森
グループで協力して米粉クッキーや、バニラ

とチョコのクッキーをつくります。
ニュースポーツ、ドッヂビー体験もします！

２月２８日（火）

スポーツ指導者研修会
「AED講習会」
緊急事態のとき落ち着いて対処できますか？

１回の受講だけで終わらず、何度も続けることで、
いざというときに対応できるようにしましょう！時 間 9：00～12：00

ところ さんぽく会館

対 象 さんぽく小学校1～6年生

定 員 ２０人（最少催行数10人）

参加費 300円
申込み 2月15日（水）

時 間 15：00～16：30

ところ 山北総合体育館 柔剣道場

対 象 一般

定 員 ２０人（先着順）

参加費 無料

申込み ２月１５日（水）

第８回さんぽくボッチャ大会、村上市スポーツ推進委員による

「ちょこっとサンバ」みんなで体験しよう♪ →関連記事は2ページへ

４年ぶり開催！

第35回笹川流れマラソン

の協力と参加を！

来る４月２日（日）に開催する、
第35回笹川流れマラソン大会の
参加者とボランティア・スタッフ
を募集しています。

1,000人を超えるランナーが参加
予定です。ランナーとして又は大会
を支えるボランティアで大会を盛り
上げてみませんか？
申込期限は、参加者が２月２６日

（日）まで、ボランティア・スタッ
フは２月２８日（火）までとなって
います。
詳しくは実行委員会事務局へお問

合せください。

写真はイメージです

※３B体操教室は12月から
３月までの冬季間お休みです。

ホームページは
こちらから！→

ホームページは
こちら！



山北の地で、健康づくり・元気づくり！

Ｐ．２
Ｐ．３

山北地区のスポーツで活躍している人を紹介します！

№12

大滝 八重子 さん
山北地区バレーボール連盟会長
ＮＰＯ法人さんぽくスポーツ協会理事

集 落：大沢

趣 味：食べること、旅行

好きな食べ物：アップルパイ、白いご飯 …何でも！

好きなスポーツ：バレーボール（歴50年）、

駅伝、バドミントン（テレビ観戦）

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。毎朝テレビ体操、仕事終わりに筋トレ・

ウォーキング・ジョギングを続けています。

②休日の過ごし方は？
家のお掃除やショッピング♪

③ストレス発散法は？
サーティワンアイスを食べる。テレビドラマを観ること。

④あなたにとって「スポーツ」とは？
健康でいるため、ずっと続けたい！やっぱり仲間とバレー

ボールが１番好き！

羽黒高等学校２年生の菅原立樹さん（中継集落）が所属する同校選抜
チームの一員として山形県予選そして東日本エリア大会を経て、出場16
チームで競う全国大会へ駒を進めました。

12月10日（土）、18歳以下の 3×3 日本一決定戦『第9回3×3 
U18 日本選手権大会』が東京都で行われ、１回戦で優勝校の北陸学院
（石川県）に惜しくも敗れました。今後の活躍を期待しています。

12月15日（木）

スポーツ指導者等講習会
さんぽく会館で開催し、２２人が参加しました。
講師に新潟医療福祉大学の西原康行教授をお招きし

“地域スポーツのこれからを考える“というテーマで
お話いただきました。
参加した富樫魁斗さん（寝屋集落）は、「子ども

たちが大きくなったとき
地元に戻って指導者と
して活躍できるような
好循環を作りたい」と
話していました。

1月14日（土） 体力・競技力向上セミナー

スポーツの楽しさと上達のコツ
東京ヤクルトスワローズ2軍チーフアスレティックトレーナー

の小林宏平さん（府屋集落出身）を講師にお招きしました。
午前中は小中学生と指導者を対象とした『スポーツの楽しさ

と上達のコツ』の実技指導等を行い、５６人が参加しました。
自身の体験談を踏まえながら、スポーツを通して人生を豊か
にするための考え方や心構えのお話をしていただき
ました。

実技では、いろいろなスキップや自分の靴を脱い
で前に飛ばして取りに行くなど、カラダの動かし方
を子どもたちへ指導していただきました。
自分のカラダを自在に扱ったり瞬発力を高めていく
ことが重要とのことでした。

指導後には、東京ヤクルトスワローズグッズが
当たるお楽しみ抽選会を小中学生対象に開催しま
した。
今回は、あの村上宗隆選手や青木宣親選手の

サインボールなど、小林さんからたくさんのプレ
ゼントを用意していただきました。

参加した石栗依吹さん（浜新保集落）は「教えてもらったことを次の試合に
活かして野球がうまくなるように頑張りたい」と気合い十分でした。

おおたき や え こ

菅原立樹さん全国大会出場おめでとう！
り き

男子バスケットボール

菅原立樹さん（17）

【団体活動紹介】

Win山北（今年で結成30周年）

毎週木曜日 19:30～21:30

山北総合体育館で活動中！

興味のある方はいつでもお越しください。

午後からは一般の方を対象に、本協会職員によるスロー
エアロビック体験やさんぽくの中高年をもっと元気にする
ための体づくり・ケアの実技指導等を行い、３７人が参加
しました。
副交感神経の働きを良くして疲れを取りやすくするための

呼吸法（下枠参照）や、背中・肩甲骨・股関節などカラダの
バランスを整えるためのストレッチを学びました。
参加した松田保子さん（碁石集落）は「習ったことを忘

れずに１日１個でも取り入れてカラダを柔らかくしたい」と
話していました。
セミナー全体を通して講師の小林さんは「明るい元気な

住民を増やせるようまた機会があれば来たい。トレーニング
マシーンをもっと利活用してほしい！」とのことでした。

いぶき

村上・青木選手の

サインボール

みんなでスローエアロビック

疲れを癒して健やかな生活♪

からだのリセット方法

3×3 （スリーバイスリー）とは…？
世界で普及しつつある新しいスタイルのバスケットボール。半分のコートで、

１チーム３人でプレーします。1試合21点先取か10分一本勝負で行います。

やってみよう！（１日３セット）
①鼻から息を３秒間吸う（胸やお腹が膨らむように）
②口から息を７秒間吐く（細く長い息を意識して）

12月4日（日）
第８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２０チーム、
６９人が参加。熱戦を繰り広げました。
見事に優勝したのは朝日温海１１号トンネルチーム。

初出場で初優勝です！
チーム代表の岡田雄樹

さん（北海道出身）
は、「地域の人と
触れ合えて良かっ
た。次回も参加
して２連覇したい」
と笑顔でした。

のりちか

副交感神経とは…
夜間やリラックスしている際、活発に機能する神経

で、血管拡張、血圧低下、心拍数低下、筋肉の弛緩、
発汗の抑制などの機能があります。
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