理事長 就任のごあいさつ
公益財団法人 金沢市スポーツ事業団
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スポーツ団体紹介
金沢市トランポリン協会

スポーツで笑顔！

スポーツで感動！

スポーツで感謝！

ホームページ全面リニューアル！かなざわスポーツねっと
平成 30 年 4 月 2 日にホームページを全面リニューアルし、より見やすく、分かりやすく、充実した情報を提供しています。
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昭和52年発足

楽しいよ !! 高く跳べるよ !!

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、金沢市においてもス
ポーツ文化推進条例が施行されるなど、スポーツで人とまちを元気にする環境づくり
が整ってきています。一日でも長く健やかで元気に過ごすことは、これからの長寿命
化時代に欠かせないことであり、本市でも、プロスポーツがあるサッカーや野球、バ
スケットボールはもちろん、水泳、バレーボール、テニス、ウエイトリフティングなど、
四季を通じて、屋内外を問わず、多くのスポーツ愛好者に施設をご利用いただいています。
お客様お一人おひとりに、笑顔と感謝を忘れず、お客様が満足し、感動していただけるサービスの提供に、
引き続き努めてまいります。今後とも、一人でも多くの方々にスポーツに親しんでいただき、気持ちよく施
設をご利用いただけるよう努めてまいります。

2018 年スローガン

金沢市内で活動しているスポーツ団体を
紹介します。

金沢市スポーツ事業団
広報誌

スポーツで笑顔！スポーツで感動！スポーツで感謝！
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スポーツ施設で働く人たちがいる
金沢市トランポリン協会に
活動現状
トランポリンは市内の体育館ほとんどに、教室、クラブがありとても盛んです。
登録している人数
30クラブ・教室
市内の児童館の内、15 ヶ所にもトランポリンが置いてあり、児童館に通っている子や、 ・クラブ数
・児童館トランポリン
15カ所
学童に通う子供たちも跳ぶことができます。
・指導員、コーチ数
120 人
トランポリンは競技選手ばかりではなく、スポーツの基礎づくり、空宙感覚を育て、調整
市内体育館
力、バランス、体幹をきたえる全身運動です。
活動場所
又、障がいを持っている人の運動にも役立っています。
幼児〜一般（各教室で異なる）
対
象
金沢市トランポリン協会では、地域に根ざした幅広い活動をしています。
理事長
森 090-8093-0427
問合せ先
幼児、小学生から大学、一般の人まで、技をみがいて世界にはばたき、オリンピックにも
kanazawa̲jump@yahoo.co.jp
メ ー ル
出場し、立派な成績をおさめています。

スポーツ情報が盛りだくさん

スポーツイベント
スポーツサークル
スポーツ教室
スポーツ施設

金沢市スポーツ文化推進条例が施行されました
目

スマホやタブレットにも対応！

フォロワー 900 人以上！

最新情報 発信中！

「いいね！」で応援してください！

フェイスブックページ
イ ベ ン ト 情報
イベント名

検索

各イベントの詳細、お申込みは、ホームページをご覧ください。
開催日

会場

内容

第二回
かなざわスポーツ川柳コンテスト

8/1（水）
素敵な作品を募集します。ホームページからお申込みいただけます。
〜 9/20（木）

全国統一かけっこチャレンジ

8/26（日）

市営陸上競技場

写真判定装置を使用してタイムを測定します。

うちかわスポーツまつり

9/23（日）

内川スポーツ広場

親子で楽しめるニュースポーツ体験で身体を動かそう！

テニスの日

9/23（日）

西金沢テニスコート

何分間ボレーを継続できるかに挑戦！

100 万人ボレーボレー

かなざわ
スポーツフェスティバル 2018

10/6（土）
金沢市総合体育館、城北
〜 8（月） 市民テニスコートほか

無料スポーツ体験、スポーツ能力測定会、テニス教室な
ど思いっきりスポーツを楽しめる 3 日間です！

的

金沢の文化に更に厚みを持たせ、発展させていくためには、新たな価値としての「スポーツ文化」を推進し、後代に引き継
いでいくことが重要であると考え、その決意や、市、市民及び事業者などの役割、基本理念を示し、
「スポーツで人とまち
を元気にする」ことに積極的に取り組むことにより、活力と魅力のあるまちとしていくため、この条例が制定されました。

す
金沢市スポーツ事業団

る

スポーツをして
楽しく身体を
動かそう

観

る

実際にスタジアムに
行って観戦
しよう

支える

応援する

ボランティアなどで
スポーツを
支えよう

スポーツを頑張る
人や地元チームを
応援しよう

語

る

スポーツのことを
仲間と語り
合おう

スポーツで、人と人、地域と地域がつながる。金沢市スポーツ文化
スポーツには、色々な関わり方があります。あなたに合った関わり方
がきっとあるはず！自分らしくスポーツを楽しみしょう！

編集後記
発行

推進条例 PR 動画

平成 30 年 4 月 1 日に金沢市スポーツ文化推進条例が施行されました。
「スポーツを文化に」を合言葉
に、スポーツが日常の中に溶け込むことがスポーツ文化が根付く第一歩になると思います。自分に合っ
たスポーツとの関わり方を見つけてみませんか。

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：info@kanazawa-sports.jp
URL：https://www.kanazawa-sports.jp

この広報誌の文字は、視認性が高く、読みやすいユニバーサルデザインフォント（UD フォント）を使用しています。
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平成 30 年 4 月 1 日施行

6

スポーツ小説で感動しよう！

「読む」スポーツ！新しいスポーツの楽しみ方
ホームページ「かなざわスポーツねっと」リニューアル
金沢市スポーツ文化推進条例施行
【スポーツ団体紹介】 金沢市トランポリン協会

公益財団法人金沢市スポーツ事業団
私たちは、金沢市のスポーツを推進する公益法人です。

かなざわスポーツねっと

検索

https://www.kanazawa-sports.jp

スポーツ施設で働く人たちがいる
金沢市スポーツ施設って？

付や施設の利用打合せ、予約管理、売上金の管理、利用人
数や売上の集計・記録、消耗品や販売品などの在庫管理、
忘れ物の管理など
このほかに、テニスコートではコート整備、野球場やソ
フトボール場ではグラウンド整備、スキー場ではリフト
運転など施設独自の業務もあります。

金沢市の公共スポーツ施設には、体育館、テニスコート、
プール、野球場、ソフトボール場、サッカー場、陸上競技
場、グラウンドゴルフ場、スキー場などがあり、金沢市ス
ポーツ事業団は 51施設を管理運営しています。
大会や試合はもちろん、グループや個人での練習などで
もご利用いただけます。
平成 29 年度は、延べ 1,938,126 人のお客様にご利用い
ただきました。

どんな人たちが働いているの？
各施設には、管理業務員という職種の職員が配置されて
います。ほとんどの管理業務員は前職を定年後、第 2 の
職場として働いています。また、管理業務員の補助職と
してシルバー人材センターから派遣された方々も勤務し
ており、高齢者が活躍できる職場でもあります。
スポーツ施設管理は、特殊な業種でほとんどの方が初め
て経験する業種です。当事業団の職員は、人柄が良く気
さくな人が多く、お客様に安全に楽しくご利用いただけ
るよう一生懸命頑張っています。
スポーツが好きな方はもちろん、多くのお客様と直に接
する機会が多い職種なので、人と接することが好きな
方、体力に自信のある方にはピッタリの職場です。

スポーツ施設のお仕事って？
次のとおり様々な業務に携わっていますので、各職員は
自身の得意分野を活かして業務に励んでいます。
作業的業務

施設内外の清掃やトイレ清掃、施設外周や建物の点検・
記録、備品の管理、施設内外の定期巡回、設備や器具など
の簡易修繕、花壇の管理、除草、除雪など
事務的業務

窓口での接客や電話応対、利用料金の徴収、申請書の受

金沢市スポーツ事業団

金沢市スポーツ事業団の管理施設の最前線で働く職員を、インタビュー形式でご紹介します！
氏名
笠間 信彦

氏名
松本 幸江

氏名
小林 修

入社
平成 28 年度入社

入社
平成 25 年度入社

入社
平成 28 年度入社

勤務場所
西部市民体育会館

勤務場所
金沢市総合体育館

勤務場所
金沢市民野球場・
市民サッカー場

この仕事のやりがいや楽しさは？

この仕事の魅力は？

この仕事のやりがいや楽しさは？

体育館は色んな種目で利用できるの
で、混雑している土日などはお客様が
やりたいことをできるように上手く
調節して、少しでも多くのお客様にご
利用いただいて、お客様がお帰りにな
るときに「ありがとう」と言ってもら
えるところです。
お客様には、施設の利用状況など正し
い情報を伝えるように心がけています。

プロバスケットボールの大会や大相撲
の巡業などで運営スタッフの方と一緒
に試合前の準備作業をして一体感が得
られることや、土俵の設営でも「土俵っ
てこういう風に作られているんだ」っ
て舞台裏を知ることができるところに
魅力を感じます。
また、プロ選手などとも仲良く話がで
きたり、接することができたりするの
もこの仕事ならではの魅力だと思いま
す。

グラウンドは生き物。その日の気温や湿
度、天候によって土の状態が違います。一
日として同じ状態はなく、グラウンド整備
は非常に難しい。その難しいことに挑戦
していることにやりがいを感じます。

仕事をするうえで
大切にしていることは？
基本はお客様とのコミュニケーション
ですね。
お客様と言葉を交わしたり、一生懸命
スポーツをしている姿を見るのも好き
です。
お客様に声をかけてスポーツの話題の
やり取りができるのがすごく楽しいで
す。

スポーツ施設で働く魅力！
スポーツ施設で働くことの魅力はたくさんありますが、いろんなお客様と出会えて、スポーツを頑張るお客様の
力になれること。そして、スポーツを楽しみに来るお客様はみんな元気 その元気を分けてもらえるところが
最大の魅力です！
私たち金沢市スポーツ事業団職員は、お客様に安全で快適にスポーツを楽しんでいただくために「安全」
「笑顔」
「感謝」
「満足」
「創造」の 5 つの言葉を職員の行動指針として、スポーツを頑張るお客様を全力で支えています。

職員の行動指針
１ 安 全

私たちは、お客様に安全で安心できる環境を提供します。

２ 笑 顔

私たちは、お客様にいつも笑顔で接します。

３ 感 謝

私たちは、お客様に常に感謝の気持ちを伝えます。

４ 満 足

私たちは、お客様が満足し、感動していただけるサービスを提供します。

５ 創 造

私たちは、お客様のために新たな価値を創造します。 ※価値…サービス、魅力など

仕事をするうえで
大切にしていることは？
お客様の声を一番大切にしています。
利用されるのは、お客様なのでその声
を聞きながら、こう改善したら良いな
などということを考え、お客様が本当
に利用しやすい環境を整えて喜んでい
ただけることが大切だと思います。

これまでで嬉しかったことは？

仕事の中で印象深かったことは？

大会が終わってお客様が帰られる時に
すごく爽やかに「ありがとう」と言って
くれたお客様がいて、とても満足して
いただけたと思うとその時はすごく嬉
しかったですね。
また、バドミントンのお客様に、ネット
のセッティングをしてあげた時に、私
のことをスポーツマンとして見てくれ
たことがあって、その時は嬉しい気持
ちになりました。
スポーツが好きなので、スポーツをし
ている現場を見れるのが嬉しいです
ね。

私は、障がい者スポーツの指導員とし
て障がい者スポーツに関わらせていた
だいてるのですが、総合体育館でパラ
スポーツのイベントがあった時に、子
どもたちが興味を持って障がいをお持
ちの選手と一緒に楽しくプレーしてい
たのが印象的でした。これから、子ども
さんも皆さんも障がい者スポーツに興
味を持っていいただけたらいいなぁと
思います。

金沢市スポーツ事業団の
良いところは？
公共施設には、子どもから高齢者まで、男女関係なく本当に多くのお客様が毎日訪れます。
施設に勤務する職員は、すべてのお客様に楽しく利用していただき、そして、またご来場いただけることを楽しみに日々勤
務しています。施設の老朽化や公共施設ならではの規則や制約などはありますが、これからもお客様が利用しやすい施設
づくりを心掛けていきたいと思います。

職員インタビュー

現場の管理運営について、ある程度自
由にやらせてくれて自分の思うとおり
にできる雰囲気があるのがいいと思い
ます。

職場の雰囲気は？
アットホームな職場だと思います。
仕事の面では厳しいこともあります
が、何でも話し合えて聞いてもらえて、
困ったことでも一緒に解決方法を考え
られる環境です。
思っていることが言える環境っていう
のはとても良いことだと思います。

「読む」スポーツ！新しいスポーツの楽しみ方
〜ページをめくるたびに、ドキドキ わくわく が止まらない〜
スポーツの楽しみ方は色々あります。今回、金沢市立泉野図書館にご協力いただき、スポーツを題材とした小説をご紹介し
ます。スポーツ小説には、競技シーンはもちろん、スポーツに打ち込む姿や仲間との絆、主人公の成長など感動する要素が
ぎっしりと詰め込まれ、ページをめくるたびにドキドキわくわく !! 読後の爽やかさは格別です。ぜひ、物語の中でスポーツ
の醍醐味を味わってください！

スポーツ小説を楽しむキーワード
感動

泉野図書館
オススメ

安藤祐介

ラグビー

野

球

ゴルフ

職員のほとんどが第 2 の人生なのに、
皆さん早朝から夜遅くまで真面目にき
ちっと仕事をしていて、熱心に一生懸
命やっているところがいいところだと
思います。

角川文庫

桂

トランポリン

ーツ
事業
団
オス
スメ

望実

幻冬舎

トランポリンでオリンピックを目指す選手と
そのコーチたち。選手たちはライバルたちへ
の嫉妬や羨望、焦燥、不安などの感情と葛藤
しながら切磋琢磨している。そして選手であ
ればいつか訪れる「引退」
。その時を選手た
ちはどんな気持ちで受け入れるのか。孤独や
プレッシャーと戦うアスリートたちの懸命な
姿に共感できる一冊です。

DIVE!!
実業之日本社

森

「大延長」といえば、石川県民にとっては昭
和 54 年夏の「星稜対箕島」延長 18 回ですが、
こちらも高校野球、甲子園決勝での延長再試
合の物語です。野球の名門私立校と初出場の
公立進学校、監督ふたりは大学野球でバッテ
リー、他にも両チームには因縁の人間関係が
あるのですが、試合のなかで変化していく登
場人物の心理と緊迫する試合の描写が胸に迫
ります。

飛込み

絵都

角川文庫

赤字経営のクラブの存続条件は、オリンピッ
ク選手を出すこと。新しく来たコーチに中学
生の知季は「ダイヤモンドの瞳」を持つ選手
として見出される。厳しい練習を耐え、仲間
やライバルたちと切磋琢磨しながオリンピッ
ク出場枠を争う。飛込み競技に青春を賭ける
少年たちのひと夏の熱い物語。映画化された
際に金沢市営総合プールで約 2 カ月間ロケが
行われました。

あなたに似たゴルファーたち

あと少し、もう少し

伊集院静

瀬尾まいこ

文春文庫

「ベストショットをしようとしてもほとんど
がミスをする。そう考えるとゴルフはミスし
ている時、それで苦闘したり、憤怒している
時がもっともゴルフらしいと言える。
」
（
『最
後のゴルフ』より）―そうは言っても、ショッ
トが決まったときの快感は何物にも代えがた
い。たまのゴルフを楽しみに頑張っている普
通の人々の日常と人生、プレーの数々を描い
た短編集です。

駅伝

角田光代

新潮文庫

中学校最後の駅伝に臨む、桝井、設楽、俊介、
太田、渡部、ジローの 6 人。寄せ集めチーム
で、しかも顧問は陸上素人の美術教師。この
チームで伝統となっている県大会出場を目指
す。それぞれが走ることや仲間への思いを胸
に練習に励む。6 人の心情を襷を繋ぐように
展開する物語に惹きこまれます。あと少し、
もう少しみんなと走りたい。読むと必ず走り
たくなります。

わたしがオススメします !!

空の拳

金沢市スポーツ事業団の
良いところは？

スポ

努力 ドキドキ わくわく

頼むから、ほっといてくれ

死に場所を求めてさまよい歩いていた丸川の
足元にラグビーボールが転がってきた。中高
年ラグビーチームが練習する河川敷で、丸川
は鮮やかなドロップキックを放つ。
「人数不
足だから」と無理やりチームに勧誘され、少
しずつ仲間と心を通わせていくが、彼の秘密
がチームにさざなみを起こし…。いくつに
なってもひとは悩み、闘い、成長していく。
熱い大人の青春小説です。

堂場瞬一

これまでで嬉しかったことは？
自分はマウンドにこだわっていて、自分
が作ったマウンドでミリオンスターズ
のピッチャーが完封で勝利したり、
「市
民野球場のマウンドは投げやすかった」
と言ってもらえた時はとても嬉しかった
です。
あと、ラインがどこから見てもきっちり
とまっすぐに引けた時は嬉しいですね。

友情

大延長

仕事をするうえで
大切にしていることは？
仲間とのコミュニケーションや和の心
を大切にしています。
ひとりではできないこともたくさんあ
り、お互いフォローしあえる人間関係
が大事だと思います。

成長

不惑のスクラム

この仕事の魅力は？
グラウンド作りもマウンド作りも難
しいけど、自分の力で自分の思うグラ
ウンドに仕上ったときの満足感、お客
様が納得してくれたときに達成感を
感じられるところです。また、水を撒
くことひとつをとっても、長年継承さ
れてきた経験や勘を活かして、いかに
いいグラウンドに仕上げていくかと
いうところが魅力ですね。

青春

日本経済新聞出版社

金沢市立泉野図書館

文芸誌志望の雑誌編集者、空也が配属された
のはボクシング専門誌。全く興味がなかった
ボクシング、嫌々取材に訪れたジムで勧誘さ
れ、なぜか入会してしまう。
「強いから勝つ
んじゃない、勝つから強いんだ」―空也と、
ジムに集う若きボクサーたちの成長と闘いを
描いた青春拳闘小説です。

木戸晶子 司書

今回ご紹介した本は、泉野図書館で所蔵していますので、
ぜひ、借りて読んでみてください。
インターネットで借りたい本を予約できます。
金沢市図書館

ボクシング

検索

書籍表紙画像の使用について、各出版社の許諾済みです
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スポーツ施設で働く人たちがいる
金沢市スポーツ施設って？

付や施設の利用打合せ、予約管理、売上金の管理、利用人
数や売上の集計・記録、消耗品や販売品などの在庫管理、
忘れ物の管理など
このほかに、テニスコートではコート整備、野球場やソ
フトボール場ではグラウンド整備、スキー場ではリフト
運転など施設独自の業務もあります。

金沢市の公共スポーツ施設には、体育館、テニスコート、
プール、野球場、ソフトボール場、サッカー場、陸上競技
場、グラウンドゴルフ場、スキー場などがあり、金沢市ス
ポーツ事業団は 51施設を管理運営しています。
大会や試合はもちろん、グループや個人での練習などで
もご利用いただけます。
平成 29 年度は、延べ 1,938,126 人のお客様にご利用い
ただきました。

どんな人たちが働いているの？
各施設には、管理業務員という職種の職員が配置されて
います。ほとんどの管理業務員は前職を定年後、第 2 の
職場として働いています。また、管理業務員の補助職と
してシルバー人材センターから派遣された方々も勤務し
ており、高齢者が活躍できる職場でもあります。
スポーツ施設管理は、特殊な業種でほとんどの方が初め
て経験する業種です。当事業団の職員は、人柄が良く気
さくな人が多く、お客様に安全に楽しくご利用いただけ
るよう一生懸命頑張っています。
スポーツが好きな方はもちろん、多くのお客様と直に接
する機会が多い職種なので、人と接することが好きな
方、体力に自信のある方にはピッタリの職場です。

スポーツ施設のお仕事って？
次のとおり様々な業務に携わっていますので、各職員は
自身の得意分野を活かして業務に励んでいます。
作業的業務

施設内外の清掃やトイレ清掃、施設外周や建物の点検・
記録、備品の管理、施設内外の定期巡回、設備や器具など
の簡易修繕、花壇の管理、除草、除雪など
事務的業務

窓口での接客や電話応対、利用料金の徴収、申請書の受

金沢市スポーツ事業団

金沢市スポーツ事業団の管理施設の最前線で働く職員を、インタビュー形式でご紹介します！
氏名
笠間 信彦

氏名
松本 幸江

氏名
小林 修

入社
平成 28 年度入社

入社
平成 25 年度入社

入社
平成 28 年度入社

勤務場所
西部市民体育会館

勤務場所
金沢市総合体育館

勤務場所
金沢市民野球場・
市民サッカー場

この仕事のやりがいや楽しさは？

この仕事の魅力は？

この仕事のやりがいや楽しさは？

体育館は色んな種目で利用できるの
で、混雑している土日などはお客様が
やりたいことをできるように上手く
調節して、少しでも多くのお客様にご
利用いただいて、お客様がお帰りにな
るときに「ありがとう」と言ってもら
えるところです。
お客様には、施設の利用状況など正し
い情報を伝えるように心がけています。

プロバスケットボールの大会や大相撲
の巡業などで運営スタッフの方と一緒
に試合前の準備作業をして一体感が得
られることや、土俵の設営でも「土俵っ
てこういう風に作られているんだ」っ
て舞台裏を知ることができるところに
魅力を感じます。
また、プロ選手などとも仲良く話がで
きたり、接することができたりするの
もこの仕事ならではの魅力だと思いま
す。
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大切にしていることは？
基本はお客様とのコミュニケーション
ですね。
お客様と言葉を交わしたり、一生懸命
スポーツをしている姿を見るのも好き
です。
お客様に声をかけてスポーツの話題の
やり取りができるのがすごく楽しいで
す。

スポーツ施設で働く魅力！
スポーツ施設で働くことの魅力はたくさんありますが、いろんなお客様と出会えて、スポーツを頑張るお客様の
力になれること。そして、スポーツを楽しみに来るお客様はみんな元気 その元気を分けてもらえるところが
最大の魅力です！
私たち金沢市スポーツ事業団職員は、お客様に安全で快適にスポーツを楽しんでいただくために「安全」
「笑顔」
「感謝」
「満足」
「創造」の 5 つの言葉を職員の行動指針として、スポーツを頑張るお客様を全力で支えています。

職員の行動指針
１ 安 全

私たちは、お客様に安全で安心できる環境を提供します。

２ 笑 顔

私たちは、お客様にいつも笑顔で接します。

３ 感 謝

私たちは、お客様に常に感謝の気持ちを伝えます。

４ 満 足

私たちは、お客様が満足し、感動していただけるサービスを提供します。

５ 創 造

私たちは、お客様のために新たな価値を創造します。 ※価値…サービス、魅力など

仕事をするうえで
大切にしていることは？
お客様の声を一番大切にしています。
利用されるのは、お客様なのでその声
を聞きながら、こう改善したら良いな
などということを考え、お客様が本当
に利用しやすい環境を整えて喜んでい
ただけることが大切だと思います。

これまでで嬉しかったことは？
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金沢市スポーツ事業団の
良いところは？
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職員インタビュー

現場の管理運営について、ある程度自
由にやらせてくれて自分の思うとおり
にできる雰囲気があるのがいいと思い
ます。

職場の雰囲気は？
アットホームな職場だと思います。
仕事の面では厳しいこともあります
が、何でも話し合えて聞いてもらえて、
困ったことでも一緒に解決方法を考え
られる環境です。
思っていることが言える環境っていう
のはとても良いことだと思います。

「読む」スポーツ！新しいスポーツの楽しみ方
〜ページをめくるたびに、ドキドキ わくわく が止まらない〜
スポーツの楽しみ方は色々あります。今回、金沢市立泉野図書館にご協力いただき、スポーツを題材とした小説をご紹介し
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ぎっしりと詰め込まれ、ページをめくるたびにドキドキわくわく !! 読後の爽やかさは格別です。ぜひ、物語の中でスポーツ
の醍醐味を味わってください！
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プロバスケットボールの大会や大相撲
の巡業などで運営スタッフの方と一緒
に試合前の準備作業をして一体感が得
られることや、土俵の設営でも「土俵っ
てこういう風に作られているんだ」っ
て舞台裏を知ることができるところに
魅力を感じます。
また、プロ選手などとも仲良く話がで
きたり、接することができたりするの
もこの仕事ならではの魅力だと思いま
す。

グラウンドは生き物。その日の気温や湿
度、天候によって土の状態が違います。一
日として同じ状態はなく、グラウンド整備
は非常に難しい。その難しいことに挑戦
していることにやりがいを感じます。

仕事をするうえで
大切にしていることは？
基本はお客様とのコミュニケーション
ですね。
お客様と言葉を交わしたり、一生懸命
スポーツをしている姿を見るのも好き
です。
お客様に声をかけてスポーツの話題の
やり取りができるのがすごく楽しいで
す。

スポーツ施設で働く魅力！
スポーツ施設で働くことの魅力はたくさんありますが、いろんなお客様と出会えて、スポーツを頑張るお客様の
力になれること。そして、スポーツを楽しみに来るお客様はみんな元気 その元気を分けてもらえるところが
最大の魅力です！
私たち金沢市スポーツ事業団職員は、お客様に安全で快適にスポーツを楽しんでいただくために「安全」
「笑顔」
「感謝」
「満足」
「創造」の 5 つの言葉を職員の行動指針として、スポーツを頑張るお客様を全力で支えています。

職員の行動指針
１ 安 全

私たちは、お客様に安全で安心できる環境を提供します。

２ 笑 顔

私たちは、お客様にいつも笑顔で接します。

３ 感 謝

私たちは、お客様に常に感謝の気持ちを伝えます。

４ 満 足

私たちは、お客様が満足し、感動していただけるサービスを提供します。

５ 創 造

私たちは、お客様のために新たな価値を創造します。 ※価値…サービス、魅力など

仕事をするうえで
大切にしていることは？
お客様の声を一番大切にしています。
利用されるのは、お客様なのでその声
を聞きながら、こう改善したら良いな
などということを考え、お客様が本当
に利用しやすい環境を整えて喜んでい
ただけることが大切だと思います。

これまでで嬉しかったことは？

仕事の中で印象深かったことは？

大会が終わってお客様が帰られる時に
すごく爽やかに「ありがとう」と言って
くれたお客様がいて、とても満足して
いただけたと思うとその時はすごく嬉
しかったですね。
また、バドミントンのお客様に、ネット
のセッティングをしてあげた時に、私
のことをスポーツマンとして見てくれ
たことがあって、その時は嬉しい気持
ちになりました。
スポーツが好きなので、スポーツをし
ている現場を見れるのが嬉しいです
ね。

私は、障がい者スポーツの指導員とし
て障がい者スポーツに関わらせていた
だいてるのですが、総合体育館でパラ
スポーツのイベントがあった時に、子
どもたちが興味を持って障がいをお持
ちの選手と一緒に楽しくプレーしてい
たのが印象的でした。これから、子ども
さんも皆さんも障がい者スポーツに興
味を持っていいただけたらいいなぁと
思います。

金沢市スポーツ事業団の
良いところは？
公共施設には、子どもから高齢者まで、男女関係なく本当に多くのお客様が毎日訪れます。
施設に勤務する職員は、すべてのお客様に楽しく利用していただき、そして、またご来場いただけることを楽しみに日々勤
務しています。施設の老朽化や公共施設ならではの規則や制約などはありますが、これからもお客様が利用しやすい施設
づくりを心掛けていきたいと思います。

職員インタビュー

現場の管理運営について、ある程度自
由にやらせてくれて自分の思うとおり
にできる雰囲気があるのがいいと思い
ます。

職場の雰囲気は？
アットホームな職場だと思います。
仕事の面では厳しいこともあります
が、何でも話し合えて聞いてもらえて、
困ったことでも一緒に解決方法を考え
られる環境です。
思っていることが言える環境っていう
のはとても良いことだと思います。

「読む」スポーツ！新しいスポーツの楽しみ方
〜ページをめくるたびに、ドキドキ わくわく が止まらない〜
スポーツの楽しみ方は色々あります。今回、金沢市立泉野図書館にご協力いただき、スポーツを題材とした小説をご紹介し
ます。スポーツ小説には、競技シーンはもちろん、スポーツに打ち込む姿や仲間との絆、主人公の成長など感動する要素が
ぎっしりと詰め込まれ、ページをめくるたびにドキドキわくわく !! 読後の爽やかさは格別です。ぜひ、物語の中でスポーツ
の醍醐味を味わってください！

スポーツ小説を楽しむキーワード
感動

泉野図書館
オススメ

安藤祐介

ラグビー

野

球

ゴルフ

職員のほとんどが第 2 の人生なのに、
皆さん早朝から夜遅くまで真面目にき
ちっと仕事をしていて、熱心に一生懸
命やっているところがいいところだと
思います。

角川文庫

桂

トランポリン

ーツ
事業
団
オス
スメ

望実

幻冬舎

トランポリンでオリンピックを目指す選手と
そのコーチたち。選手たちはライバルたちへ
の嫉妬や羨望、焦燥、不安などの感情と葛藤
しながら切磋琢磨している。そして選手であ
ればいつか訪れる「引退」
。その時を選手た
ちはどんな気持ちで受け入れるのか。孤独や
プレッシャーと戦うアスリートたちの懸命な
姿に共感できる一冊です。

DIVE!!
実業之日本社

森

「大延長」といえば、石川県民にとっては昭
和 54 年夏の「星稜対箕島」延長 18 回ですが、
こちらも高校野球、甲子園決勝での延長再試
合の物語です。野球の名門私立校と初出場の
公立進学校、監督ふたりは大学野球でバッテ
リー、他にも両チームには因縁の人間関係が
あるのですが、試合のなかで変化していく登
場人物の心理と緊迫する試合の描写が胸に迫
ります。

飛込み

絵都

角川文庫

赤字経営のクラブの存続条件は、オリンピッ
ク選手を出すこと。新しく来たコーチに中学
生の知季は「ダイヤモンドの瞳」を持つ選手
として見出される。厳しい練習を耐え、仲間
やライバルたちと切磋琢磨しながオリンピッ
ク出場枠を争う。飛込み競技に青春を賭ける
少年たちのひと夏の熱い物語。映画化された
際に金沢市営総合プールで約 2 カ月間ロケが
行われました。

あなたに似たゴルファーたち

あと少し、もう少し

伊集院静

瀬尾まいこ

文春文庫

「ベストショットをしようとしてもほとんど
がミスをする。そう考えるとゴルフはミスし
ている時、それで苦闘したり、憤怒している
時がもっともゴルフらしいと言える。
」
（
『最
後のゴルフ』より）―そうは言っても、ショッ
トが決まったときの快感は何物にも代えがた
い。たまのゴルフを楽しみに頑張っている普
通の人々の日常と人生、プレーの数々を描い
た短編集です。

駅伝

角田光代

新潮文庫

中学校最後の駅伝に臨む、桝井、設楽、俊介、
太田、渡部、ジローの 6 人。寄せ集めチーム
で、しかも顧問は陸上素人の美術教師。この
チームで伝統となっている県大会出場を目指
す。それぞれが走ることや仲間への思いを胸
に練習に励む。6 人の心情を襷を繋ぐように
展開する物語に惹きこまれます。あと少し、
もう少しみんなと走りたい。読むと必ず走り
たくなります。

わたしがオススメします !!

空の拳

金沢市スポーツ事業団の
良いところは？

スポ

努力 ドキドキ わくわく

頼むから、ほっといてくれ

死に場所を求めてさまよい歩いていた丸川の
足元にラグビーボールが転がってきた。中高
年ラグビーチームが練習する河川敷で、丸川
は鮮やかなドロップキックを放つ。
「人数不
足だから」と無理やりチームに勧誘され、少
しずつ仲間と心を通わせていくが、彼の秘密
がチームにさざなみを起こし…。いくつに
なってもひとは悩み、闘い、成長していく。
熱い大人の青春小説です。

堂場瞬一

これまでで嬉しかったことは？
自分はマウンドにこだわっていて、自分
が作ったマウンドでミリオンスターズ
のピッチャーが完封で勝利したり、
「市
民野球場のマウンドは投げやすかった」
と言ってもらえた時はとても嬉しかった
です。
あと、ラインがどこから見てもきっちり
とまっすぐに引けた時は嬉しいですね。

友情

大延長

仕事をするうえで
大切にしていることは？
仲間とのコミュニケーションや和の心
を大切にしています。
ひとりではできないこともたくさんあ
り、お互いフォローしあえる人間関係
が大事だと思います。

成長

不惑のスクラム

この仕事の魅力は？
グラウンド作りもマウンド作りも難
しいけど、自分の力で自分の思うグラ
ウンドに仕上ったときの満足感、お客
様が納得してくれたときに達成感を
感じられるところです。また、水を撒
くことひとつをとっても、長年継承さ
れてきた経験や勘を活かして、いかに
いいグラウンドに仕上げていくかと
いうところが魅力ですね。

青春

日本経済新聞出版社

金沢市立泉野図書館

文芸誌志望の雑誌編集者、空也が配属された
のはボクシング専門誌。全く興味がなかった
ボクシング、嫌々取材に訪れたジムで勧誘さ
れ、なぜか入会してしまう。
「強いから勝つ
んじゃない、勝つから強いんだ」―空也と、
ジムに集う若きボクサーたちの成長と闘いを
描いた青春拳闘小説です。

木戸晶子 司書

今回ご紹介した本は、泉野図書館で所蔵していますので、
ぜひ、借りて読んでみてください。
インターネットで借りたい本を予約できます。
金沢市図書館

ボクシング

検索

書籍表紙画像の使用について、各出版社の許諾済みです
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理事長 就任のごあいさつ
公益財団法人 金沢市スポーツ事業団

スポーツ

理事長

しまっし！

相川

一郎

スポーツ団体紹介
金沢市トランポリン協会

スポーツで笑顔！

スポーツで感動！

スポーツで感謝！

ホームページ全面リニューアル！かなざわスポーツねっと
平成 30 年 4 月 2 日にホームページを全面リニューアルし、より見やすく、分かりやすく、充実した情報を提供しています。
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昭和52年発足

楽しいよ !! 高く跳べるよ !!

2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、金沢市においてもス
ポーツ文化推進条例が施行されるなど、スポーツで人とまちを元気にする環境づくり
が整ってきています。一日でも長く健やかで元気に過ごすことは、これからの長寿命
化時代に欠かせないことであり、本市でも、プロスポーツがあるサッカーや野球、バ
スケットボールはもちろん、水泳、バレーボール、テニス、ウエイトリフティングなど、
四季を通じて、屋内外を問わず、多くのスポーツ愛好者に施設をご利用いただいています。
お客様お一人おひとりに、笑顔と感謝を忘れず、お客様が満足し、感動していただけるサービスの提供に、
引き続き努めてまいります。今後とも、一人でも多くの方々にスポーツに親しんでいただき、気持ちよく施
設をご利用いただけるよう努めてまいります。

2018 年スローガン

金沢市内で活動しているスポーツ団体を
紹介します。

金沢市スポーツ事業団
広報誌

スポーツで笑顔！スポーツで感動！スポーツで感謝！

32 号

2018 年夏号

スポーツ施設で働く人たちがいる
金沢市トランポリン協会に
活動現状
トランポリンは市内の体育館ほとんどに、教室、クラブがありとても盛んです。
登録している人数
30クラブ・教室
市内の児童館の内、15 ヶ所にもトランポリンが置いてあり、児童館に通っている子や、 ・クラブ数
・児童館トランポリン
15カ所
学童に通う子供たちも跳ぶことができます。
・指導員、コーチ数
120 人
トランポリンは競技選手ばかりではなく、スポーツの基礎づくり、空宙感覚を育て、調整
市内体育館
力、バランス、体幹をきたえる全身運動です。
活動場所
又、障がいを持っている人の運動にも役立っています。
幼児〜一般（各教室で異なる）
対
象
金沢市トランポリン協会では、地域に根ざした幅広い活動をしています。
理事長
森 090-8093-0427
問合せ先
幼児、小学生から大学、一般の人まで、技をみがいて世界にはばたき、オリンピックにも
kanazawa̲jump@yahoo.co.jp
メ ー ル
出場し、立派な成績をおさめています。

スポーツ情報が盛りだくさん

スポーツイベント
スポーツサークル
スポーツ教室
スポーツ施設

金沢市スポーツ文化推進条例が施行されました
目

スマホやタブレットにも対応！

フォロワー 900 人以上！

最新情報 発信中！

「いいね！」で応援してください！

フェイスブックページ
イ ベ ン ト 情報
イベント名

検索

各イベントの詳細、お申込みは、ホームページをご覧ください。
開催日

会場

内容

第二回
かなざわスポーツ川柳コンテスト

8/1（水）
素敵な作品を募集します。ホームページからお申込みいただけます。
〜 9/20（木）

全国統一かけっこチャレンジ

8/26（日）

市営陸上競技場

写真判定装置を使用してタイムを測定します。

うちかわスポーツまつり

9/23（日）

内川スポーツ広場

親子で楽しめるニュースポーツ体験で身体を動かそう！

テニスの日

9/23（日）

西金沢テニスコート

何分間ボレーを継続できるかに挑戦！

100 万人ボレーボレー

かなざわ
スポーツフェスティバル 2018

10/6（土）
金沢市総合体育館、城北
〜 8（月） 市民テニスコートほか

無料スポーツ体験、スポーツ能力測定会、テニス教室な
ど思いっきりスポーツを楽しめる 3 日間です！

的

金沢の文化に更に厚みを持たせ、発展させていくためには、新たな価値としての「スポーツ文化」を推進し、後代に引き継
いでいくことが重要であると考え、その決意や、市、市民及び事業者などの役割、基本理念を示し、
「スポーツで人とまち
を元気にする」ことに積極的に取り組むことにより、活力と魅力のあるまちとしていくため、この条例が制定されました。

す
金沢市スポーツ事業団

る

スポーツをして
楽しく身体を
動かそう

観

る

実際にスタジアムに
行って観戦
しよう

支える

応援する

ボランティアなどで
スポーツを
支えよう

スポーツを頑張る
人や地元チームを
応援しよう

語

る

スポーツのことを
仲間と語り
合おう

スポーツで、人と人、地域と地域がつながる。金沢市スポーツ文化
スポーツには、色々な関わり方があります。あなたに合った関わり方
がきっとあるはず！自分らしくスポーツを楽しみしょう！

編集後記
発行

推進条例 PR 動画

平成 30 年 4 月 1 日に金沢市スポーツ文化推進条例が施行されました。
「スポーツを文化に」を合言葉
に、スポーツが日常の中に溶け込むことがスポーツ文化が根付く第一歩になると思います。自分に合っ
たスポーツとの関わり方を見つけてみませんか。

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：info@kanazawa-sports.jp
URL：https://www.kanazawa-sports.jp

この広報誌の文字は、視認性が高く、読みやすいユニバーサルデザインフォント（UD フォント）を使用しています。
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平成 30 年 4 月 1 日施行

6

スポーツ小説で感動しよう！

「読む」スポーツ！新しいスポーツの楽しみ方
ホームページ「かなざわスポーツねっと」リニューアル
金沢市スポーツ文化推進条例施行
【スポーツ団体紹介】 金沢市トランポリン協会

公益財団法人金沢市スポーツ事業団
私たちは、金沢市のスポーツを推進する公益法人です。

かなざわスポーツねっと

検索

https://www.kanazawa-sports.jp
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設をご利用いただけるよう努めてまいります。

2018 年スローガン

金沢市内で活動しているスポーツ団体を
紹介します。

金沢市スポーツ事業団
広報誌

スポーツで笑顔！スポーツで感動！スポーツで感謝！

32 号

2018 年夏号

スポーツ施設で働く人たちがいる
金沢市トランポリン協会に
活動現状
トランポリンは市内の体育館ほとんどに、教室、クラブがありとても盛んです。
登録している人数
30クラブ・教室
市内の児童館の内、15 ヶ所にもトランポリンが置いてあり、児童館に通っている子や、 ・クラブ数
・児童館トランポリン
15カ所
学童に通う子供たちも跳ぶことができます。
・指導員、コーチ数
120 人
トランポリンは競技選手ばかりではなく、スポーツの基礎づくり、空宙感覚を育て、調整
市内体育館
力、バランス、体幹をきたえる全身運動です。
活動場所
又、障がいを持っている人の運動にも役立っています。
幼児〜一般（各教室で異なる）
対
象
金沢市トランポリン協会では、地域に根ざした幅広い活動をしています。
理事長
森 090-8093-0427
問合せ先
幼児、小学生から大学、一般の人まで、技をみがいて世界にはばたき、オリンピックにも
kanazawa̲jump@yahoo.co.jp
メ ー ル
出場し、立派な成績をおさめています。

スポーツ情報が盛りだくさん

スポーツイベント
スポーツサークル
スポーツ教室
スポーツ施設

金沢市スポーツ文化推進条例が施行されました
目

スマホやタブレットにも対応！

フォロワー 900 人以上！

最新情報 発信中！

「いいね！」で応援してください！

フェイスブックページ
イ ベ ン ト 情報
イベント名

検索

各イベントの詳細、お申込みは、ホームページをご覧ください。
開催日

会場

内容

第二回
かなざわスポーツ川柳コンテスト

8/1（水）
素敵な作品を募集します。ホームページからお申込みいただけます。
〜 9/20（木）

全国統一かけっこチャレンジ

8/26（日）

市営陸上競技場

写真判定装置を使用してタイムを測定します。

うちかわスポーツまつり

9/23（日）

内川スポーツ広場

親子で楽しめるニュースポーツ体験で身体を動かそう！

テニスの日

9/23（日）

西金沢テニスコート

何分間ボレーを継続できるかに挑戦！

100 万人ボレーボレー

かなざわ
スポーツフェスティバル 2018

10/6（土）
金沢市総合体育館、城北
〜 8（月） 市民テニスコートほか

無料スポーツ体験、スポーツ能力測定会、テニス教室な
ど思いっきりスポーツを楽しめる 3 日間です！

的

金沢の文化に更に厚みを持たせ、発展させていくためには、新たな価値としての「スポーツ文化」を推進し、後代に引き継
いでいくことが重要であると考え、その決意や、市、市民及び事業者などの役割、基本理念を示し、
「スポーツで人とまち
を元気にする」ことに積極的に取り組むことにより、活力と魅力のあるまちとしていくため、この条例が制定されました。

す
金沢市スポーツ事業団

る

スポーツをして
楽しく身体を
動かそう

観

る

実際にスタジアムに
行って観戦
しよう

支える

応援する

ボランティアなどで
スポーツを
支えよう

スポーツを頑張る
人や地元チームを
応援しよう

語

る

スポーツのことを
仲間と語り
合おう

スポーツで、人と人、地域と地域がつながる。金沢市スポーツ文化
スポーツには、色々な関わり方があります。あなたに合った関わり方
がきっとあるはず！自分らしくスポーツを楽しみしょう！

編集後記
発行

推進条例 PR 動画

平成 30 年 4 月 1 日に金沢市スポーツ文化推進条例が施行されました。
「スポーツを文化に」を合言葉
に、スポーツが日常の中に溶け込むことがスポーツ文化が根付く第一歩になると思います。自分に合っ
たスポーツとの関わり方を見つけてみませんか。

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：info@kanazawa-sports.jp
URL：https://www.kanazawa-sports.jp

この広報誌の文字は、視認性が高く、読みやすいユニバーサルデザインフォント（UD フォント）を使用しています。

5

平成 30 年 4 月 1 日施行

6

スポーツ小説で感動しよう！

「読む」スポーツ！新しいスポーツの楽しみ方
ホームページ「かなざわスポーツねっと」リニューアル
金沢市スポーツ文化推進条例施行
【スポーツ団体紹介】 金沢市トランポリン協会

公益財団法人金沢市スポーツ事業団
私たちは、金沢市のスポーツを推進する公益法人です。

かなざわスポーツねっと

検索

https://www.kanazawa-sports.jp

