
当日は、曇りがちではありましたが穏やかな天気になり、クアオ
ルトによる森林浴とヘルシーなこんにゃく料理を堪能しました！

足湯でリフレッシュ！

ヘルシーなこんにゃく料理

♪次回のバスツアーもお楽しみに♪こちらは、虚空蔵山山頂挑戦班

カーキア･ミロ（フラダンス）、プロムナード（社交ダンス）の皆さんの日頃の成果を発表！
ヨガ教室、スポーツ民踊教室の体験！
ニュースポーツ（カローリング・デッキスティックゲーム・健康吹き矢・ラダーゲッター）の体験！
お昼からは、交流バーベキュー大会で親睦を深めました。
次回は、１０月に秋まつりを予定しています！皆様のご参加お待ちしております。



《役 員》
・理事長 石塚 清 ・副理事長 佐久間秀晴
・理 事 高橋昭子，鈴木正司，安野重幸，加藤朋子，猪股義信，渡辺修悦，矢作勇雄，高橋貞治
・監 事 岸 昌一，藤原征二
《正会員》
五十嵐与志一，永登一明，菅野久一，加賀正和，阿部修一，斉藤利弘，高橋 徹，大高敬一，
菅原 正，森 慶幸，鈴木太加司，戸田正史，西尾知恵，佐藤好政，和田 晥，塩原未知子，
近藤二弘，高橋 亘，伊藤憲和，菅野他人男

※正会員は、尾花沢総合スポーツクラブの目的に賛同し、活動を推進（運営）する会員です。随時登録が
できます。

《企業･団体：一口１０，０００円》
・オールイ環境サービス㈱
・㈱奥山建設工業所
・㈱お～ばん
・㈱尾花沢市ふるさと振興公社
・㈱三立
・㈱富士スポーツ
・㈱山形ビルサービス
・（公社）尾花沢市シルバー人材センター
・山陽精機㈱山形工場
・ジャパンクリエイト㈱
・高橋税理士事務所
・長谷川体育施設㈱山形営業所
・花笠温泉ふくの湯
・早坂苗木
・みやこ
・(有)旭屋設備
・(有)泉デザイン工房
・(有)永沢技術
・(有)徳宮商事

・(有)長谷川工業（三口）
・(有)山形新聞尾花沢販売所
・旅館 永澤平八

《個人：一口３，０００円》
・安達 忠行
・阿部 壽一郎
・五十嵐 健
・井上 信也
・岩崎 雄策
・太田 和行
・大山 圭介
・大類 晋
・加賀 正和
・北村山高校PTA会長
・木戸 さゆり
・佐久間 信義
・佐久間 康子
・佐藤 幸正
・菅野 修一
・菅野 徳明
・杉本 芳美
・関 将利

・鈴木 欣一
・高橋 哲也
・田中 幸雄
・田村 より子
・長南 千代子
・東海林 衡
・豊島 伊佐男
・西塚 義治
・明日 浩幸
・星川 篤
・松田 吉信
・松本 良一
・宗片 史樹
・森山 千洋
・森山 仁
・横尾 祐一

（五十音順・敬称略）

NPO法人尾花沢総合スポーツクラブでは元気で明るく
スポーツ好きな新規正職員を募集しています。
募集対象 平成２９年３月卒業見込み～４０歳の通勤可能な方
募集人数 １名
主な業務 施設管理業務（窓口受付・芝刈り・下刈り・環境整備など）

スポーツクラブ業務（プログラム指導・イベント企画運営・事務作業など）
給与 クラブ給与規定による（賞与・社会保険・退職金積立有）
その他 ハローワークの紹介状持参のこと

※詳しくは、スポーツクラブ
又はハローワークへお問合
せください。

都合により期間延長



１１月８日・１５日（火）
１３時から１６時（受付・測定）
１７時から２０時（受付・測定）
※測定時間３０分から４０分程度

プログラム名 2期開始日（回数） 活動時間 料金（会員）

脂肪燃焼エアロ 7月6日（水）～（11回） 19:15～20:15 8,800円

みんなの健康木曜教室 7月28日（木）～（15回） 13:30～14:30 2,500円

軽スポーツ体験 7月28日（木）～（15回） 14:30～15:30 1,500円
（健康木曜日とセットで500円引）

ナイトヨガ 7月28日（木）～（15回） 19:00～20:00 10,500円

HipHop 7月28日（木）～（15回） 19:00～20:30 10,500円

ヨガ 8月2日（火）～（15回） 13:30～14:30 7,500円

ナイトノルディック
ウォーキング

8月2日（火）～（11回） 19:00～20:00 2,200円

みんなの健康水曜教室 8月3日（水）～（15回） 13:30～14:30 2,500円

健康フラダンス 8月3日（水）～（8回） 19:00～19:30 2,400円

昼ノル 9月6日（火）～（8回） 10:00～11:00 2,000円

アクティブキッズ 9月7日（水）～（12回） 19:00～20:00 3,000円

※新規の参加も大歓迎です！この機会に運動習慣を身に着けてはいかがですか？

９月２５日（日）
９時～１２時（予定）宮沢地区内約３㌔程度コース

宮沢地区公民館発着 先着３０組
参加料1チーム1,000円（2人～5人）
（他保険料1人200円・但し会員は必要ありません）

１０月２３日（日）
１０時集合 ウォーキング・クラフト制作

いも煮鍋味比べ（いも煮制作チーム先着１０チーム募集）
会場：徳良湖周辺
詳しくはチラシ等をご覧ください

募集対象 尾花沢小学校区から尾花沢小学校に通う
１・２・３・４年生（５年生以上は要相談）若干名

参加料 スポーツクラブ年会費（スポーツ安全保険加入）
＋ 月額５,０００円（詳しくはお問合せください）

今年は、宮沢地区
で開催します！

味に自信がある皆さんの参加
お待ちしています。（１チーム２
～５名）



《体育館・トレーニングジム》
休館日 毎週月曜日

（但し、９月１９日・２２日・１０月１０日・
１１月３日は、祝日営業）

《総合球場・サッカー場》
１０月末まで利用可能となっています。
但し、サッカー場は芝生養生の関係によ

り隔週になります。お問い合わせください。

《スポーツロード》
無料で利用可能ですが、利用人数把握のため、

必ず体育館の窓口で利用台帳への記入をお願い致
します。
なお、総合球場の利用状況に応じて利用の制限

をさせていただく場合があります。
窓口でご確認ください。

《一般利用者の施設予約》
１０月分→９月１日（木）
１１月分→１０月４日（火）
１２月分→１１月１日（火）

店舗名 サービス内容 店舗名 サービス内容

徳良湖温泉花笠の湯 大人350円→300円 子供150円→120円 稲葉印房 店頭表示価格より5％値引き

花笠高原荘『御所の湯』 大人350円→250円 子供 150円→100円 養老乃瀧（尾花沢店）
飲食代金より5％値引き（1グループ1回のみ、
他のサービスとの併用不可）

マイプリント スズキ 現像・プリント料金から10％ OFF 大南軒 ５０円引き（来店時のみ）

富士スポーツ 店頭表示価格より5％値引き（一部商品を除く） 悠湯の宿 湯澤屋 大人 500円→250円 子供 500円→無料

菅原 八百屋 ＭＹ・まいカード ポイント3倍 中華料理 かめや ドリンクバー1回のみサービス

やきとり 柳家 生ビール １杯サービス
ビジネスホテル
おもたか

ご宿泊料金から500円オフ

そば処 甲州屋 ５０円引き（来店時のみ） ㈱うろこや総本店
バースデーケーキご注文のお客様に数字
ローソクプレゼント

かしわくら 雪んこカード 2倍（一部商品を除く） ㈲ぱんどら
バースデーケーキご注文のお客様にシャン
ペン1本プレゼント

Ｍａｐｌｅ Ｃａｆｅ コーヒー１杯サービスまたは御食事1割引き せとや神保商店 お買上げの会員様にプレゼント進呈

ベニーまつもと 雪んこカード 2倍（一部商品を除く） いかけや 雪んこカード 2倍（ゴミ袋等を除く）

文長 雪んこカード 2倍（一部商品を除く） 畳屋 清兵衛 畳、表替え、裏返し、畳の新調など5％値引き

紺のれん （村山店） 120円以下のトッピングサービス
みちのくサービス
尾花沢中央給油所

給油時、シャンプー洗車サービス

TENPRESS（テンプレス）
①パソコン教室（５００円引き）②キャンドル・雑
貨・ギフト注文全品１０％ＯＦＦ他

花笠温泉ふくの湯 大人400円→350円 小人100円→50円

尾花沢総合スポーツクラブ 検索

尾花沢総合スポーツクラブ
ＬＩＮＥはじめました！

イベント・教室などの最新情報をいち早くキャッチできます！
お得な情報もこちらから。

Npo法人尾花沢総合スポーツクラブ
非営利団体

発行元 NPO法人尾花沢総合スポーツクラブ
尾花沢市体育館内（長根山）
TEL24-0188/FAX22-1055

※有効期限の切れている会員証の掲示や、会員証をお持ちでない方はサービスを受けることができません。

この看板が目印！

新規

＜クラブマネジャーの四方山話＞
５月号では紙面の関係でお休みしましたので今回で３回目となります。前回までは「総合型地域スポーツクラブと

は」というお話をしてきました。総合型地域スポーツクラブの活動目標は、スポーツを通じて地域課題の解決を掲げ
ていることは紹介してきました。
それでは尾花沢での課題とは？？？少子高齢化・人口減少・学校の統廃合などなど立場によっていろいろあると思

います。その中でも現在クラブで取り組んでいる課題解決のひとつは、学童保育です。子どもたちの居場所・遊び場
所を確保することを目的に４年前から始めています。これも保護者の皆様からの要望があってのことです。
同様に我々では思いつかないような課題もあると思います。これからも多くの皆様からのご意見・ご要望をいただ

き活動をしていきたいと思っています。（日本体育協会公認クラブマネジャー・健康運動実践指導者）


