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スポーツごよみ（1月～3月）
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編集後記
今年は海外で多くの犠牲者がでたテロ事件や、北朝鮮が弾道ミサイルを発射など恐ろし

い出来事が多かったように思います。
このような中、2018年2月に韓国・平昌で第23回オリンピック冬季競技大会が開催されま

す。オリンピックの理念は「スポーツを通して文化や国籍などの違いを越え、フェアプレイの
精神を培い、平和でより良い世界を目指す」ことです。スポーツの力で少しでも平和でより良
い世界に近づくことを願い、日本選手団を応援しましょう！
少し早いですが、2018年も新青森県総合運動公園・青森県総合運動公園各施設をご利用

くださるようよろしくお願い致します。

新青森県総合運動公園・青森県総合運動公園広報誌新青森県総合運動公園・青森県総合運動公園広報誌
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2月10日(土)      スノーフェスティバル2018

●メイン・サブアリーナ
青森県卓球連盟小・中学校強化練習会
第49回全国ミニバス大会青森県予選
青森県中学校冬季バドミントン選手権大会
平成29年度第46回全国高等学校選抜
バドミントン大会東北地区予選会
全国ホープス選抜卓球大会青森県予選会
ジュニアアスリート育成セミナー
サントリーカップ第14回全国小学生タグラグビー
選手権大会東北ブロック大会
会長杯争奪青森県小学校卓球大会（団体戦）
第17回青森県選抜中学校インドアソフトテニス大会
青森県フットサル選手権大会
2018ジュニア室内陸上大会 in マエダアリーナ
創立20周年記念第20回青森県ユニバーサルホッケー交流大会
B2.LEAGUE　青森ワッツ 対 山形ワイヴァンズ
青森県フットサル選手権大会
SOMPOボールゲームフェスタinAOMORI
青森県シニアフットサル選手権大会
B2.LEAGUE　青森ワッツ 対 仙台89ERS

１２月８日（金）～１月８日（月・祝）
●場所／マエダアリーナラウンジ

輝け！未来のアスリート

1月4日(木)～6日(土)
1月6日(土)～8日(月）
1月12日(金)～13日(土）
1月18日(木)～21日(日)

1月27日(土)
1月28日(日)
2月3日(土)～4日(日)

2月12日(月)
2月16日(金)～18日(日)
2月25日(日)
3月3日(土)
3月4日(日)
3月10日(土)～11日(日)
3月18日(日)
3月21日(水・祝)
3月25日(日)
3月28日(水)

年末年始の休業のお知らせ

平成30年1月1日（月・祝）～平成30年1月2日（火）
12月31日（日）はB2リーグ公式戦の為、通常営業（9：00～21:00）となります。

平成30年1月3日（水）からは、通常通り営業いたします。

１２月８日（金）～１月８日（月・祝）
●場所／マエダアリーナラウンジ

企画①プール、トレーニングルーム、
　　　メインアリーナ　ウォーキング・ジョギングコース
企画②スポーツラウンジ（卓球5台設置）
一般・大学生・・・100円　高校生・・・70円
小・中学生・・・・・・・40円

平成30年1月3日（水）～1月8日（月・祝）9：00～21：00
●対象施設：

●料　　金：

企画①プール、トレーニングルーム、
　　　メインアリーナ　ウォーキング・ジョギングコース
企画②スポーツラウンジ（卓球5台設置）
一般・大学生・・・100円　高校生・・・70円
小・中学生・・・・・・・40円

平成30年1月3日（水）～1月8日（月・祝）9：00～21：00
●対象施設：

●料　　金：
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マエダアリーナ新年お年玉企画マエダアリーナ新年お年玉企画マエダアリーナ新年お年玉企画
今年もやります！！個人利用のお客様に1時間の使用料で施設を何時間で
も利用していただけるフリータイムサービスです！新年を健康的にス
タートするためにも是非ご利用下さい。※一度退館すると再度フリータ
イムでの利用は出来ませんのでご注意下さい。
なお、卓球台に関しましては1時間ごとに料金が発生いたします。

※メインアリーナ（ウォーキング・ジョギングコース）、スポーツラウンジ（卓球）は1月3日（水）のみご利用い
ただけます。卓球台は最大２時間まで（混雑状況により１グループ１台で利用していただく場合有り）。

今年もやります！！個人利用のお客様に1時間の使用料で施設を何時間で
も利用していただけるフリータイムサービスです！新年を健康的にス
タートするためにも是非ご利用下さい。※一度退館すると再度フリータ
イムでの利用は出来ませんのでご注意下さい。
なお、卓球台に関しましては1時間ごとに料金が発生いたします。

※メインアリーナ（ウォーキング・ジョギングコース）、スポーツラウンジ（卓球）は1月3日（水）のみご利用い
ただけます。卓球台は最大２時間まで（混雑状況により１グループ１台で利用していただく場合有り）。

新青森県総合運動公園

平成29年12月31日（日）～平成30年1月2日（火）
平成30年1月3日（水）からは、通常通り営業いたします。

青森県総合運動公園

毎年恒例となったイルミ
ネーションが今年もお客様
をお迎えします！
なお、同期間ガラス壁面に
家族でお絵かきしてもら
い、その後表彰・展示も行い
ます。ぜひ、力作をご覧くだ
さい。

毎年恒例となったイルミ
ネーションが今年もお客様
をお迎えします！
なお、同期間ガラス壁面に
家族でお絵かきしてもら
い、その後表彰・展示も行い
ます。ぜひ、力作をご覧くだ
さい。

２０１８年２月の平昌オリンピックが間近に迫り、
ウィンタースポーツに益々注目が集まるなか、
将来有望なクロスカントリーの選手が
野辺地中学校にいると聞きお邪魔してきました。

全国で戦えるように頑張っていこう

野田頭先生から一言

しのへ せな

四 戸  聖 奈さん
（中1・野辺地町立野辺地中学校）

クロスカントリーを始めたきっかけは？Q1

A1 保育園のときにスキー場で滑ることが
楽しかった

やりがいを感じるときは？Q2

A2 きつい練習をやりきったとき

大会のときに心がけていることは？Q3

A3 集中力を切らさない

元気の源は？Q4

A4 両親の応援

今後の目標は？Q5

A5 県大会優勝

【主な成績】

小学6年生
第47回青森県小学生スキー大会 第3位
2017 あじゃら学童スキー大会 第2位
小学5年生
第46回青森県小学生スキー大会 第3位

野田頭先生からの熱い指導！

体幹トレーニングも大切な練習！

バランス感覚や滑走のイメージを養う
ためローラースキーにも挑戦！
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事業のお知らせ

イベント告知

イベント報告

スポルト青い森グループでは参加イベントから観戦イベントまで1年中行っております。

詳細は順次ホームページ（www.sport-aoimori.jp）で掲載します。

新青森県総合運動公園（宮田）：017-737-0600
青森県総合運動公園（安田）：017-766-1241

イベントの
お問合せ先

10月5日（木）～6日（金）

青森の雪と寒さを活かしたスノーフェスティバルを開催する
予定です。
昨年同様大型滑り台やスノーバナナボート、雪の迷路など
様々なイベントを企画中です。
みなさんのご来場をお待ちしてます。

1泊2日の日程で開催され、参加者は10名でし
たが大盛況でした。生ギター演奏での歌声喫
茶やビンゴゲーム、千本くじなどで楽しみ、ま
た、消費者生活センターの方々による還付金
詐欺防止の寸劇は分かりやすく理解を深めま
した。皆さんからまた参加したいとの声も多く
ありました。

●整形外科　●スポーツ外傷専門

青森市里見2丁目12-41

☎017（766）8860
診療時間

月火木金／
水土／

9：00～12：00 14：00～17：00
9：00～12：00（水曜日は手術日）

日曜・祝日・土（第2、第4休み）

西部整形外科医院

休 診 日

入院設備有

●トヨタカローラ

●ダイハツ

●
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●

マツダ
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　●

至新城

至西滝

至運動公園
金沢小通り

浪
館
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至運転免許
センター

西部整形外科医院

マエダアリーナ レストラン 営業中！！

マエダアリーナ

スノーフェスティバル2018

SOMPOボールゲームフェスタ
inAOMORI

2018ジュニア室内陸上大会
inマエダアリーナ

スノーフェスティバル2018
●日時：2月10日(土)
●場所：青森県総合運動公園内特設会場

日本トップリーグ連携機構に所属するアスリートと一緒にボール運動の楽
しさを体感し、また基本的な技術の習得を目指します。

●対　象：幼児5歳（年長）～小学2年生と
その保護者または引率者

●定　員：先着50組又は100名　
●内　容：親子でボールを使った「あそび」

をアスリートと一緒に体験

●対　象：小学3年生～ 6年生
●定　員：200名
●内　容：日本トップリーグ連携機構に所属する

アスリートによる体験クリニック
バレーボール・ソフトボール・ハンドボー
ル・ラグビーフットボールの4種目にチャレ
ンジし、トップアスリートの技術を学びま
す。（種目は変更になる場合があります）

●対　象：小学3年生～ 6年生
●定　員：200名
●内　容：日本トップリーグ連携機構に所属する

アスリートによる体験クリニック
バレーボール・ソフトボール・ハンドボー
ル・ラグビーフットボールの4種目にチャレ
ンジし、トップアスリートの技術を学びま
す。（種目は変更になる場合があります）

SOMPOボールゲームフェスタ
inAOMORI

ボールであそぼう！ キッズチャレンジ

●日時：3月21日（水・祝）
●場所：マエダアリーナ〈メイン・サブアリーナ〉

競技種目は50ｍ走、1000ｍ走、4×150ｍリレー、走高跳（小学生のみ）の
4種目です。
小学4年生～中学校2年生を募集し、申込みは1月12日より行います。
この冬、君の闘志でアリーナを熱くしよう！

2018ジュニア室内陸上大会
inマエダアリーナ
●日時：3月3日（土）
●場所：マエダアリーナ〈メイン・サブアリーナ〉

いきいき熟年倶楽部いきいき熟年倶楽部

①全国・東北レベルの競技会やイベント等
②中体連・高体連・高文連が主催する競技会等（Ⅰ参照）
③県が主催する事業（県が直接行う事業）でⅡの条件を満たすもの

①県レベルの競技会やイベント等
②県が主催する事業（県が直接行う事業）でⅡの条件に満たないもの

11月27日（月）～12月8日（金） 1月下旬

競技会等の優先順位 受付期間（期間厳守） 結果の通知 諸注意等

1

 1月4日（木）～1月12日（金） 2月中旬2

①地区、市レベルの競技会やイベント等
②県レベルの強化合宿等  1月15日（月）～1月26日（金）

2月下旬
3

その他、小規模な競技会やイベント、学校行事等  1月29日（月）～2月9日（金）4
クラブの練習会等（4月・5月分）※新青森県総合運動公園のみ 2月18日（日）～3月1日（木） 3月10日（土）5

◆競技会等の優先順位

調整計画案内を送付いたします

■添付した「注意事項Ⅰ」に則り計画書に必要事項を記入し、該当
する優先順位（下記参照）の受付期間内に下記書類を提出（郵
送）してください。

【提出書類】
①新青森県総合運動公園使用計画書及び青森県総合運動公園使用計画書
②返信用の角2型封筒（使用責任者の郵便番号、住所、氏名を記入）と、140円分の切手
※切手のないものは受付ません。
※提出書類が複数の場合は重量相当分の切手を同封してください。

調整後、結果と申請資料を送付（送信）します

内容確認後、使用許可書を送付（送信）します

■ご使用の日までに使用料の支払を済ませ、手続き完了です。
（競技会・イベントで使用する場合、使用日の１ヶ月前までに施設職員と打合せが必要です）

※送付された許可書は、施設を使用するまで大切に保管してください。（提示を求める場合があります。）

新青森県総合運動公園及び青森県総合運動公園の各施設において、平成30年度貸切使用の希望を受付しております。
施設の貸切使用を希望される団体は、下記の手順でお申し込み下さい。

調
整
申
込
手
続

申
請
手
続

許
可
承
認

Ⅰ　中体連が主催する競技会→①青森県中体連夏季大会　　②青森市中体連夏季大会
　　高体連が主催する競技会→①青森県高校総合体育大会　②青森県定通制高校総合体育大会
　　高文連が主催する競技会→①全国高校総合文化祭青森大会
Ⅱ　競技会等の優先順位1～4は、各施設を全面使用、テニスコートは10面以上の使用を条件とします。
Ⅲ　使用する時間については、他団体の貸切使用が入る場合がありますので余裕をもって申請してください。
Ⅳ　屋外施設を競技会等で使用する場合、「予備日」は実際に使用するものとして申請してください。

■ホームぺージのオンライン申請サービスを開き、申込みフォーム
に必要事項を入力し送信してください。優先順位1～4は、「次年
度貸切使用調整オンラインサービス」優先順位5については、「一
般貸切使用調整オンラインサービス」からの登録となります。

■登録完了後に登録したメールアドレス宛てに届く登録完了通知メールは、
お問合せの際に必要となりますので通知メールは大切に保管ください。

※申込みは、各優先順位の期間中のみとなります。

■調整結果を確認し、3月31日までに下記書類を提出してください。
【提出書類】
①特定公園施設使用許可申請書
②140円分の切手（封筒不要）
※計画書の内容は変更できません。また、期限までに書類の提出がない場合は計
画を取消します。

※優先順位5については、調整結果と併せて許可書を発行しますので、申請書の
提出は不要です。

■調整結果の通知メールに添付されている使用許可申請書の内
容を確認し、スポルト青い森グループまで送信してください。

※3月上旬までに通知のメールが届かない場合、当グループまでお問合せくだ
さい。
※優先順位5については、調整結果と併せて、許可書を発行しますので、申請手続
きは不要です。

年度毎に団体登録が必要です。また、
個人名での申請はできません。

使用を希望する競技会等の規模
から優先順位を確認し、その受付
期間内に計画書を提出してくだ
さい。なお、優先順位については
当グループで内容を精査し、判断
させていただきますのであらか
じめご了承ください。

次年度貸切調整の流れ次年度貸切調整の流れ

文書による申込 オンライン申請サービスによる申込※青森県総合運動公園は文書のみの申込になります。


