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医王山スキー場がオープン！
日本列島に次々と寒波が襲来し、スキー滑走可能な積雪量に達したため、12月23日（火･祝）
からファミリーリフトの運行を、また1月3日（土）からペアリフトの運行をそれぞれ開始しま
した。
今年度から、医王山スキー場に隣接して「キゴ山クロスカントリースキー場」もオープンしま
した。医王山スキー場では愛好者向けにクロスカントリースキー教室を開催します。キゴ山クロ
スカントリースキー場は2月末までの期間中、土日祝日営業予定です。
また、平日にスノーボードの貸し出しも始めました。昭和59年度に医王山スキー場を開設以
来、満30年が経過しましたが、「安・近・短」に加えてさらに利用しやすくなりました。
年末・年始は、金沢市内を中心に近隣市町からのスキー・スノーボード利用者で大変賑わいま
した。来年度からは北陸新幹線を利用して東京をはじめとする首都圏からも医王山スキー場に来
場する方が出てくるかも…！
今年度のシーズン予定利用人数は4万人を見込んでおります。

いおうぜん
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◇利⽤⼈数及び使⽤料⾦収⼊の推移◇

★★★ 施設利⽤状況 ★★★

今回は、スポーツ事業団が管理する施設の利用状況についてふれてみました。
表から、施設利用人数、施設使用料金収入とも順調に増加しています。
ここで運動と健康との関わりについて言及すると、日本人の平均寿命は男女とも80歳を超える超高齢化社会にな

りました。
しかしここで重要なことは、「平均寿命」よりも「「「「健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命」」」」という概念です。つまり、あと何年生きることが

できるかではなく何歳まで自立して健康に生活ができるかということです。
年齢を重ねても骨粗鬆症や認知症等の疾患を予防するために、①バランスの良い食生活を心がける。②十分な睡

眠をとる。③絶えず脳を使うよう心がける。④人とのコミュニケーションをとるよう努める。そしてそれらに加え
て⑤⑤⑤⑤適度適度適度適度なななな運動運動運動運動をするをするをするをする。。。。 以上の事柄が大切になってきます。

体力に自信のない方や運動不足気味の方は、ウォーキングやストレッチ等で身体に無理をかけない運動から始め
てみてはいかがでしょうか？心地よい汗を流すことで、活力ある生活につながるはずです。

これからも皆様に喜ばれる施設づくりに努めます。皆様の御来館、御来場を心よりお待ちしております。

★★★ 事業団主催イベント ★★★

あわせて、当日
は多種目体験型ス
ポーツイベント
「スポだめし」も
開催しました。

中学校入学前の
小学4～6年生95名が、バレーボール・バ
スケットボール・バドミントン・卓球・

ソフトテニス・
体操・ハンドボ
ール・サッカー
の8種目のうちか
ら5種目体験しま
した。

石川ミリオンスターズGM木田 優夫さん講演会 開催！
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7.87.87.87.8％％％％増増増増
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4.54.54.54.5％％％％増増増増

12月21日(日)、今季限りで石川ミリオンスターズを
退団し、来季からプロ野球 日本ハムファイターズ
のＧＭ補佐に就任予定の木田 優夫さんの講演

会が開催されま
した。
投球スタイル

は快速球が持ち
味で生涯剛腕を貫いて
きましたが、語り口は極めてソフトな
口調で、木田さんの豊富な経験談を交
えながら語りかけていました。
来場した220名は、木田さんとの別

れを惜しむかのように聴き入っていま
した。

～～～～プロスポーツチームへのプロスポーツチームへのプロスポーツチームへのプロスポーツチームへの支援支援支援支援～～～～
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★★★ 施設設備 リニューアル ★★★

市民野球場スコアボードを改修し、表示を電光掲示方式へと変
更いたします。

これは、独立行政法人 日本スポーツ振興センター（通称JSC）
の「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興くじくじくじくじ助成助成助成助成」」」」を原資として実施されるものです。

スコアボード改修工事の他にグラウンド改修工事も同時に実
施されます。来シーズンにはリニューアルされた「市民野球場」
で、皆様をお迎えすることができることと思います。

市⺠野球場 スコアボード 電光掲示方式に変わります！

11月9日(日) 開催！

★★★ 施設予約システムを御利⽤のお客様へ★★★

金沢市スポーツ施設予約システムを御利用のお客
様で、登録期限が「「「「平成平成平成平成27272727年年年年3333月月月月31313131日日日日」」」」までの方は
更新手続きが必要です。更新期限は3月20日（⾦）
となります。
お持ちの「グループ登録証」を御確認いただき、お早目の

更新⼿続きをお願いします。
お問合せは総務グループまで
☎076-247-9018

グループ登録更新をお願いします！

「グループ登録証」は
こんなカードだよ

3

今年はスタート地点を金沢市営陸上競技場から、いしか
わ四高記念公園（旧石川県中央公園）及び、しいのき緑地
（旧石川県庁舎跡地）前に変更し、金沢マラソン2015 プレ
大会としての金沢城下町市民マラソンを開催しました。

スポーツ事業団も「当日受付」や「振舞鍋」ブース等で
ランナーのサポートとして協力することができました。

コースは10㌔と3.3㌔の2コースを男女と年代別の29部門
で、それぞれ日頃の練習成果を発揮し順位を競いました。
参加者の内訳は上は85歳から下は小学4年生まで、また出
身地別では北は北海道から南は九州宮崎と多岐にわたり、
参加総数は5,676名でした。

ゲストとして、昭和43年オリンピ
ックメキシコ大会 マラソン銀メダ
ルに輝き、永く日本の陸上長距離界
を引っ張ってきた君原 健二さんに
加えて、今年は芸能界からAKB48の
島田 晴香さん、北 玲名さん、横道
侑里さんの3名も参加して大会を盛
り上げました。

★★★ ⾦沢マラソン2015プレ大会 ★★★

（工事中のスコアボード棟）



メタボ予防に…、介護予防に…
健康教室やヨガ教室、気功やフラダンス教室等 多数開催中！

お気軽に御参加ください！
生涯スポーツ推進事業では、中高齢者対象のさまざまな教室を開催しています。運動不足解消は

もちろん、メタボ予防や介護予防を目的に御自身のペースで楽しく運動できます。
見学もできます。お気軽にお問合せください。 生涯スポーツ推進グループ ☎☎☎☎076076076076----247247247247----9019901990199019

太極拳健康教室（城南体育館）

スマイルファンソン気功（中央体育館）

〇健康教室では簡単な運動やストレッチで、
健康の維持・増進を図ります。

健康体操教室（中央体育館・城東体育館）

〇ヨガや太極拳、気功等で健康維持・増進はもちろん
新しい趣味の発⾒やお友達づくりにもつながります。

体幹体操（中央体育館）

健康教室（森本体育館） ヨガ教室（中央体育館・城東体育館）

★★★ 大会＆イベント予定★★★

▶▶▶▶医王山医王山医王山医王山スキースキースキースキー場場場場
・スポーツ事業団主催 スキー教室 1月・2月 開催
・キゴ山雪まつり 1/24(土)
・金沢市民体育大会 2/11(水･祝)
・金沢市中学校冬季体育大会(ｽｷｰ競技) 2/17(火)

▶▶▶▶総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館
・第30回全国高等学校

ウエイトリフティング競技選抜大会
3/26(木)から3/29(日)

全国全国全国全国のののの精鋭達精鋭達精鋭達精鋭達がががが金沢金沢金沢金沢にににに集結集結集結集結！！！！

≪≪≪≪総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館ではではではでは無料無料無料無料でででで
体力測定体力測定体力測定体力測定をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています！！！！≫≫≫≫

◎開催日
1/21(水)、1/23(金)
2/18(水)、2/20(金)
3/11(水)、3/13(金)

◎開催時間
10:00～12:30
14:00～17:00
18:30～21:00 測定は10分程度です。

測定項目測定項目測定項目測定項目
体組成
握力
長座体前屈
垂直跳び 等
6項目を測定
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★★★ 生涯スポーツ推進事業 トピックス★★★



昨年から職員全員で取り組んできま
したプライバシーマークを取得するこ
とができました。
お客様からお預か

りしたいろいろな情
報をさらに慎重に扱
うように努めます。

★★★ 社会貢献・ボランティア ★★★

プライバシーマーク
取得取得取得取得！！！！

私たちスポーツ事業団は、11月21日
(金)に「グッドマナー宣言」をしま
した。
当日は金沢市市民局長立

会いの下、堂々と宣言し登
録証が手渡されました。
今回のグッドマナー宣言

は、記念すべき100番目の
宣言となりました。
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地球温暖化防止をはじめとする環境問題
に対して自主的取り組みのひとつに「いし
かわ事業者版環境ISO登録制度」がありま
すが、スポーツ事業団は登録申請を済ませ、
12月21日(水)には、晴れて石川県知事から
登録証の交付を受けることができました。
スポーツ事業団は、これからも環境問題

を常に意識しながら地球温暖化防止に努め
ます。

10月8日(水)秋のバラ開花時期に向けて、今年も金沢南総合運動
公園内をスポーツ事業団職員で清掃しました。
バラ鑑賞に来場される方のための「お・も・て・な・し」が少し

はできたかと思います。
公園清掃は、11月11日(火)に

も実施しま
した。

10月16日(木)近隣の泉中学校が
行っているアフリカの子ども達へ
の支援(「スマイルアフリカプロ
ジェクト」、「届けよう、服のチ
カラプロジェクト」）の趣旨に賛
同し、各施設の忘れ物シューズや
衣類で保管期限が過ぎた物を、同
校へ寄贈しました。

落ち葉がいっぱい

★★★ 資格取得 ★★★

私私私私たちはたちはたちはたちは

グッドマナー宣言
をしましたをしましたをしましたをしました！！！！

「いしかわ事業者版
環境ＩＳＯ登録制度」

にににに登録登録登録登録しましたしましたしましたしました！！！！



編集後記編集後記編集後記編集後記
平成26年度は、プライバシーマークを取得

し、いしかわ事業者版環境ISOへの登録も申請し
ました。

また、職員研修会も年1回から3回に増やし、
職員の資質向上にも努めました。11/21(金)に
は、グッドマナー宣言もいたしました。

今後も金沢市の外郭団体として、誇れるよう
努めていきます！

公益財団法人
金沢市スポーツ事業団
〒921-8116
金沢市泉野出町3丁目8番1号
TEL:076-247-9018

FAX:076-245-6466

E-mail:sports-s@m3.spacelan.ne.jp

URL:http:www.kanazawa-sports.jp/

発⾏
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★★★ 主な大会・事業 ★★★

大相撲金沢場所が2年連続、金沢市総合体育館で開催され
ました。

当日は爽やかな秋晴れとなり、相撲ファン約4,350人が白
熱した取り組みに沸き返りました。

白鵬、鶴竜の両横綱や稀勢の里、豪栄道の両大関、そして
郷土の星「遠藤」や新十両「達」
改め「輝」も土俵に上がり迫力
あるぶつかり合いにファンは
大声援を送っていました。

特に遠藤人気は衰えること
なく、ふるさとの温かい声援
に包まれその声援は「遠藤」
の心にしっかり届いたことで
しょう。

大相撲⾦沢場所 4,350⼈ 郷⼟⼒⼠に大声援！ 10101010月月月月12121212日日日日((((日日日日))))開催開催開催開催！！！！

10月11日(土) 金沢市はロンドン五輪柔道女子57㌔
級金メダリスト松本 薫 選手(金沢学院東高校OG)を
金沢市スポーツ大使 第一号に任命しました。

委嘱状交付式では、山野之義市長から委嘱状の他に
スポーツ大使専用名刺も手渡されました。

大使の任期は2年間で、スポーツ活動の推進や金沢
のPR活動等に協力します。

児童生徒を対象にした柔道教室では、松本選手から
技の指導を受けました。未来の金メダリストたちは、真剣な目でさまざまな技に取り組んでいました。

⾦沢市スポーツ大使に任命！

まつもと かおり
松本 薫 選手

スポーツ事業団は地元に密着した
プロスポーツチームを応援しています！


