
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新庄スポーツサポーター制度（賛助会員） 

当協会では、市民の皆様のスポーツに対する関心や新庄市ゆかりの選手への応援意識の高揚を図ることなどを目的に、

今年９月から「賛助会員制度（新庄スポーツサポーター制度）」をスタートさせ、当協会の役員による会員募集の活動を展開

しましたところ、大変多くの皆様のご賛同を頂戴することができました。（加入状況及び広報掲載の承諾された会員の方々

は次のページのとおりです。） 

ご加入いただきました皆様には、当協会一同、心より感謝申し上げます。 

頂戴いたしました会費は、この制度の趣旨に沿って、今年度から新規に実施しました「こども・はばたき事業」（子供を対象

にしたスポーツに親しむ機会づくり）等のスポーツ振興事業や広報事業の充実のために大切に使わせていただきます。重ね

て感謝申し上げます。当協会は、今後とも新庄市のスポーツ振興ため創意工夫に一層努力し、市民の体力向上、健康増進、ス

ポーツ精神の高揚に励んでまいりますので、何卒引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。                             
 

平成 29年 12 月 

                         一般財団法人新庄市体育協会 
                         会  長  大 山 孝 一 

 

 ● 子どもの体力向上・運動嫌いの解消を目指す「こども・はばたき事業」 

● 子どもから高齢者までの「スポーツに親しむ環境づくり事業」 

一般財団法人 新庄市体育協会 〒996-0002 新庄市金沢 3072－2 新庄市体育館内 

TEL：0233-22-0681 FAX：0233-22-0691 E-mail：shintaikyo@estate.ocn.ne.jp HP：https://www.shinjo-taikyo.com/ 

引き続き、賛助会員の加入ができます。新庄市体育協会ホームページより申込用紙がダウンロードできますので、ご活用ください。  

 

 

お申込み・お問合せ 

 

エアバレーGAME in 新庄 

（ビニールボールを使用した 6 人制のバレーボール） 

 

 

あべじゅ～体操 

（手首と足首に重りバンド装着。体操 DVD を見ながら体操） 

 

 

mailto:shintaikyo@estate.ocn.ne.jp
https://www.shinjo-taikyo.com/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

・イトーホーム（株） 
代表取締役 伊藤 幸喜 

・大森豆腐店 ・おかしの家 鈴木 恒徳 
・おくやまストアー 

代表 奥山 義博 

・（株）酒井商店 
代表取締役 酒井 茂寿 

・（株）新庄開発センター 
代表取締役 森 俊明 

・（株）高橋履物店 
代表 高橋 隆一 

・（株）箱山自動車 
代表取締役 箱山 繁 

・（株）双葉建設コンサルタント 

代表取締役 海藤 剛 

・（株）もがみ物産協会 

代表取締役 鈴木 信夫 

・かむてんスポーツクラブ 

理事長 大場 和夫 

・共栄印刷（株） 

代表取締役 涌井 洋一 

・県民ゴルフ場 

代表取締役 千歳貞治郎 

・近藤防災（株） 

代表取締役 近藤 新一 

・サインマスター 

代表 八鍬 文昭 

・ささき菓子店 

佐々木 義邦 

・佐々木接骨院 
佐々木 秀世 

・新庄市サッカー協会 
代表 井上 勝人 

・新庄市柔道連盟 
会長 壹谷 操 

・新庄市スキー連盟 
理事長 山田 博 

・新庄スパークルスキークラブ  
代表 安喰 均 

・新庄地区ソフトボール協会 
 会長 岩井 利夫 

・新庄地区バドミントン協会  
強化部長 高橋 俊満 

・新庄地区バドミントン協会 
理事長 中島 聡明 

・新庄徳洲会病院 
院長 笹壁 弘嗣 

・新庄都市ガス（株） 
代表取締役 熊谷 章 

・新庄バドミントンスポーツ少年団 
 代表 吉川 弘四郎 

・新庄日立会 
代表 元木 啓雄 

・新庄ママさんバドミントンクラブ  
代表 井上 清子 

・新中三四会 
代表 後藤 勝弥 

・新山形ホームテック（株） 
代表取締役 矢口 雅彦 

・手打ちそば さぶん 
代表 佐藤 篤志 

・日新バドミントンスポーツ少年団  
代表 中島 佳津洋 

・沼田バドミントンスポーツ少年団  
代表 菅原 秀 

・萩野空手道スポーツ少年団 
代表 伊藤 賢一 

・早坂接骨院 
代表 早坂 耐希 

・美容室プレーシュア 
松田 千代子 

・円クラブ 
代表 佐藤 賀志子 

・マルミツ産業株式会社 
代表取締役 光山 昌浩 

・やきとり長作 高橋 清美 

・八向スポーツ少年団 
代表 柏倉 政男 

・（有）カイセイカンパニー 
代表取締役 中沼 仁  

・（有）タカハシスポーツ 
代表取締役 髙橋 健司 

・（有）田原電気工業 
取締役 田原 春花 

・(有)トランスオーシャンツーリスト 
代表取締役 佐藤 敏英 

・（有）マルゲン電気商会 
代表取締役 元木 啓雄 

・（有）あざきクリーニング 
代表 阿﨑 孝好 

・（有）最新清掃興業 
 代表取締役 大場 和夫 

・（有）最新塗装店 
代表取締役 髙山 秀樹 

・（有）みどり印刷 
代表取締役 茅野 博 

・（有）矢口薬局 
代表 矢口 力 

 

・相澤 芳彦 ・会田 広幸 ・明石  博 ・浅沼 幸治 ・浅沼 玲子 ・姉崎  剛 ・安彦  勇 
・安彦  進 ・阿部 カツ ・阿部 真直 ・阿部 秀幸 ・阿部 文男 ・荒井 祐也 ・荒川 修也 
・荒澤 精也 ・石塚 勝也 ・伊藤 一隆 ・伊藤 勝幸 ・伊藤 茂一 ・伊東 正規 ・伊東  守 
・伊藤  恵 ・伊藤 元昭 ・伊藤 リカ ・井上 清子 ・井上 昌夫 ・梅津 吉仁 ・梅本 直也 
・大久保謙志 ・大場 和夫 ・大場久美子 ・大場 慎也 ・大場 成美 ・大場 和彦 ・大場 純子 
・大場 孝敏 ・大場 和正 ・大場 憲一 ・大山 孝一 ・小国 毅(野球連盟） ・押切 拓海 ・小野 一夫 
・小野 和夫 ・小野寺 稔 ・遠田 俊雄 ・加賀谷成秀 ・柿﨑 正起 ・柿﨑 好昭 ・柏倉  誠 
・柏倉 政男 ・柏倉 正人 ・加藤  司 ・門脇  昭 ・門脇  潤 ・叶内 利昭 ・叶内 孝志 
・神﨑 清次 ・川崎恵佐夫 ・川田 宣彦 ・菅   司 ・菅 美智子 ・菅藤 満昭 ・菊地 暢義 
・岸  弘一 ・工藤 誉利 ・郷野目義則 ・小関  孝 ・小関 俊也 ・小林 義明 ・小松 克彦 
・小松  護 ・今田 孝一 ・今田 博之 ・今田 正幸 ・齋藤 彰淑 ・齋藤 憲男 ・齊藤 伸一 
・斎藤 伸治 ・斎藤  宏 ・斎藤 博也 ・斉藤 光一 ・坂本孝一郎 ・坂本 清一 ・佐々木 好 
・笹原 渉平 ・佐藤 和徳 ・佐藤 啓右 ・佐藤  進 ・佐藤 正市 ・佐藤 達也 ・佐藤 治子 
・佐藤 秀樹 ・佐藤 亮司 ・澤野  裕 ・柴田 茂一 ・鈴木 吉郎 ・鈴木 正雄 ・髙倉 吉英 
・髙階 寿子 ・高橋 和明 ・髙橋国太郎 ・髙橋 健一 ・髙橋 敏行 ・高橋 直人 ・高橋 直光 
・髙橋 文子 ・髙橋 政志 ・髙橋 正彦 ・髙橋  研 ・髙山 次夫 ・高山 三雄 ・滝口 英憲 
・竹内  憲 ・武田 一夫 ・武田 敞夫 ・田中 紀雄 ・丹  忠一 ・茅野 和子 ・中鉢  聡 
・月野  隆 ・土田 真二 ・富田 敦子 ・長倉 雅子 ・長澤 昭弥 ・長沢 豊勝 ・中嶋 晴幸 
・中野 修一 ・西田 昭一 ・西村  淳 ・沼澤 俊昭 ・沼澤  稔 ・野崎 耕造 ・野崎  勉 
・早坂 祐司 ・林  友也 ・星川多美子 ・本堂 親愛 ・前盛 知見 ・松澤 信高 ・松澤 陽一 
・松田 ミチ ・水越 光哉 ・溝越 清貴 ・元木 久夫 ・元木 博昭 ・森  新昭 ・森  繁明 
・森  誠一 ・森  隆志 ・森  洋一 ・森  良一 ・矢口喜一郎 ・矢口  孝 ・矢口  忠 
・矢口 弘幸 ・矢口 禮安 ・八鍬 真生 ・八鍬 長一 ・八鍬 俊勝 ・八鍬 敏行 ・柳谷 英一 
・矢作 卓也 ・矢作 秀也 ・山科 雅寛 ・山科美恵子 ・横山ナツ子 ・吉浦 一幸 ・吉田 秀夫 
・吉田  稔 ・渡部 孝徳 ・渡辺  正 ・渡部 秀雄 ・渡部 嘉子   

賛助会員加入状況［平成 29 年 11月 15 日現在］ 

加入会員数：283※うち法人・団体 52 団体、個人 231名 ・ 加入口数：473 ・ 会費総額：473,000 円 

団体・法人会員（50 音順）    

ここに氏名の掲載をご了承いただいた賛助会員の皆様をご紹介させていただくとともに、会員の皆様に心から御礼申し上げます。  

※なお、敬称は略させて頂きます。また、上記は１１月 15 日現在の取りまとめ状況です。その後の加入状況については、次の広報でお知らせします。  

 

個人会員（50 音順）     


