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国内プロリーグのBリーグや東京五輪から正式種目になっ
た３×３、そして有名漫画の再編集版発売などで盛り上がり
を見せているバスケットボールですが、今回は青森市内の
大会で決勝リーグにも進出している「青森ボンバーズ」
さんにお邪魔してきました。

国内プロリーグのBリーグや東京五輪から正式種目になっ
た３×３、そして有名漫画の再編集版発売などで盛り上がり
を見せているバスケットボールですが、今回は青森市内の
大会で決勝リーグにも進出している「青森ボンバーズ」
さんにお邪魔してきました。

みんなの頼れる仲間たち
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フローター（シュート）
ドリブル時にボールを強く突く
プロバスケットボール選手
負けず嫌いなチーム
教え方がうまい！
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ドリブル
練習をさぼらない
プロバスケットボール選手
元気が良いチーム
厳しいけど、良いプレーをした時は褒めて
くれる！
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スピードを生かしたプレー
シュートフォーム
Bリーグ選手からNBA選手
最後まであきらめないチーム
プレーを細かく教えてくれる！
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フローター（シュート）
ドリブル時にボールを強く突く
プロバスケットボール選手
負けず嫌いなチーム
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秋元琥心くん（小6）
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ドリブル
練習をさぼらない
プロバスケットボール選手
元気が良いチーム
厳しいけど、良いプレーをした時は褒めて
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工藤碧斗くん（小5）
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スピードを生かしたプレー
シュートフォーム
Bリーグ選手からNBA選手
最後まであきらめないチーム
プレーを細かく教えてくれる！
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得意としているプレーは？
練習時に意識している事は？
将来の夢は？
チームの特色は？
監督はどんな人？
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バスケットボールだけ
ではなく、何事にも諦
めずに最後までやり遂
げる人になってほしい。

バスケットボールだけ
ではなく、何事にも諦
めずに最後までやり遂
げる人になってほしい。

青森ボンバーズ
監督から一言
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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

●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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西部整形外科医院

前日までの雨で山登りは出来ませんでしたが、三沢航空科学館では全身で科学
を体感し、また動物愛護センターではえさやりなどを通して命の大切さを学んで
きました。充実した集団生活で多くの経験を重ね、思い出をつくることができたと
思います。

前日までの雨で山登りは出来ませんでしたが、三沢航空科学館では全身で科学
を体感し、また動物愛護センターではえさやりなどを通して命の大切さを学んで
きました。充実した集団生活で多くの経験を重ね、思い出をつくることができたと
思います。

9月8日（土）～9日（日）

キッズオータムフェ
スタ

昨年の倍以上24名の方に参加していただき、大盛況で開催されました。
その中でも生ギター演奏での歌声喫茶は参加者の素晴らしい歌声で大いに盛り
上がりました。

10月25日（木）～26日
（金）

いきいき熟年倶楽部

冬期間の練習の成果を試してみませんか？
競技種目は50ｍ走、1500ｍ走、4×150ｍ
リレー、走高跳（小学生のみ）の4種目です。
対象は小学4年生から中学2年生まで。

2019ジュニア室内陸上大会
inマエダアリーナ
2019ジュニア室内陸上大会
inマエダアリーナ
●3月2日（土）
●新青森県総合運動公園マエダアリーナ
●参加料：800円

●3月9日（土）
●新青森県総合運動公園マエダアリーナ
●参加料：無料

●3月21日（木・祝）
●新青森県総合運動公園マエダアリーナ
●参加料：無料

●3月2日（土）
●新青森県総合運動公園マエダアリーナ
●参加料：800円

スノーフェスティバル2019スノーフェスティバル2019
●2月9日（土）
●青森県総合運動公園内特設会場

ボールゲームを通じてスポーツの魅力・楽しさを見つけよう！
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。

ボールゲームを通じてスポーツの魅力・楽しさを見つけよう！
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。

SOMPOボールゲームフェスタin 青森SOMPOボールゲームフェスタin 青森
●3月9日（土）
●新青森県総合運動公園マエダアリーナ
●参加料：無料

オリンピック出場経験者から直接指導
を受けるチャンスです。普段ではなかな
か出来ない事を一緒に体験しましょう。
昨年は水泳を実施、今年度は新体操に
なります。

平成３０年度オリンピアン巡回指導事業平成３０年度オリンピアン巡回指導事業
●3月21日（木・祝）
●新青森県総合運動公園マエダアリーナ
●参加料：無料

●対　象：幼児5歳（年長）～小学2年と
その保護者または引率者

●定　員：先着60組又は120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～ 6年
●定　員：160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）

ボールであそぼう！ キッズチャレンジ

参加者にはオリジナルTシャツをプレゼント！

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予定！
大型滑り台、スノーバナナボート、雪の迷路、昨年好評であったワークショップな
ど様々なイベントを企画・検討中です。



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26日（月）～12月7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（金）～1月11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（火）～1月25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28日（月）～2月8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（月）～3月1日（金） 3月10日（日）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31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
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込
手
続

申
請
手
続
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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。

次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。
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スポーツごよみ（1月～3月）

青森県総合運動公園
TEL 017-766-1241  FAX 017-766-1243

新青森県総合運動公園
TEL 017-737-0601  FAX 017-726-3691

編集後記
今年は台風・地震の自然災害や大物アーティストの引退など、悲しいニュースが多くありまし

た。そんな中でも水泳の相馬あいさん、サッカーの柴﨑岳さんをはじめ青森県出身アスリートの
皆さんが国内外で素晴らしい活躍をみせてくれ、その姿に歓喜した方も多かったと思います。今後
も多くのアスリートの皆様が活躍してくれることを期待と願いを込めて応援していきたいです。

●メイン・サブアリーナ
1月4日(金)～6日(日)
2月1日(金)～3日(日)
2月7日(木)～10日(日)
2月11日(月・祝)
2月17日(日)
3月2日(土)
3月3日(日)
3月9日(日)
3月16日(土)～17日(日)
3月21日(木・祝)
3月24日(日)
3月24日(日)

青森県卓球連盟小・中学校強化練習会
第18回青森県選抜中学校インドアソフトテニス大会
第8回東北高等学校新人バレーボール選手権大会
会長杯争奪青森県小学校卓球大会(団体戦)
東北フットサルリーグ入れ替え戦
2019ジュニア室内陸上大会inマエダアリーナ
第21回青森県ユニバーサルホッケー交流大会
ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタin青森
第6回櫛引政敏カップフットサル大会
平成30年度オリンピアン巡回指導事業
第19回青森県マスターズフットサルフェスタ
青森県ソフトテニス・テニスジュニアショートテニス大会
兼　青森県公認ソフトテニス審判講習会

2月9日(土) スノーフェスティバル2019

平成30年12月31日(月)
～平成31年1月2日(水)

平成31年1月3日(木)からは、通常通り営業いたします。

新青森県総合運動公園・青森県総合運動公園
年末年始に伴う休館日のお知らせ

休館日

１２月8日（土）～１月６日（日）

クリスマス・新年
イルミネーション
クリスマス・新年
イルミネーション

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

みんなde
お絵かきコンテスト

みんなde
お絵かきコンテスト

今年も色鮮やかに彩られた温かなイルミネーションがお客様をお迎えし
ます！
おでかけや仕事帰りのデートはもちろん、日々時間に追われるお母さんに
も、少しだけ足を止めてリフレッシュしてほしいと思います。
イルミネーションの点灯に合わせて、ラウンジガラスをキャンバスにした
「みんなdeお絵かきコンテスト」も実施します。たくさんのチーム参加をお
待ちしています。

年末年始でなまけた身体を動かそう！年末年始でなまけた身体を動かそう！

※卓球台は1グループ最大２時間までとし、空いている場合のみ1時間毎に延長可
（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）
※一度退館すると再度料金が発生します。

●場所：マエダアリーナラウンジ

企画1

企画2

一般・大学生・・・100円　高校生・・・70円
小・中学生・・・・・・・40円料　金

平成31年1月3日（木）～1月6日（日）
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）
※1月3日（木）限定

●期　　間：
●対象施設：

平成31年1月3日（木）
スポーツラウンジ

●期　　間：
●場　　所：

1時間の使用料で対象施設を何時間でもご利用いただける企画です。

卓球を個人利用料金でお楽しみいただけます。

平成31年1月3日（木）～1月6日（日）
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）
※1月3日（木）限定

●期　　間：
●対象施設：

平成31年1月3日（木）
スポーツラウンジ

●期　　間：
●場　　所：

1時間の使用料で対象施設を何時間でもご利用いただける企画です。

卓球を個人利用料金でお楽しみいただけます。


