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費 用
参加対象

スケジュール

応募要項

小学生までのお子様をもつ親子5０組限定
開 催 日 2011年8月1日（月）～8月2日（火）

4～5名様1室
大人お一人様・税込

３名様1室 大人お一人様

※最少催行人員は20組となります。定員に満たない場合は中止となる場合もございます。7日前までに
は、催行の有無、キャンセル規定等をお電話にてご連絡させていただきます。お電話がない場合は、フリー
ダイヤル0120-147-026までご連絡下さい。 ※天候及び道路状況、その他の諸事情により旅程が変更
になる場合がございます。  ※キャンセル料金は催行決定後3日前より発生いたします。 

◆7日前までのお申し込みとなります ◆部屋はホテル一任 ◆食事は1日目昼食が弁当支給、
夕朝食がホテルバイキング、2日目昼食がホテルランチとなります

※上記料金には、1台分のモデルロケット作成(4,200円)、食事（4回）、星空ツアー、トーク
ショーなどの費用を含みます。 ※1組（1家族）につき1台のロケット製作が基本となります。
製作するモデルロケットを追加希望の場合、1台につき3,150円が別途必要となります。

札幌発（8：00）▶植松電機（ロケット学習・昼食）▶層雲峡着
（18：00頃）▶夕食（18：30）▶スターウォッチング（20:00）
朝食（8：00）▶片山陽加（AKB48）のトークショー＆ふれ
あいタイム（昼食）▶層雲峡発（13：00）▶北菓楼（お買物）▶
札幌着（17：00頃）

夏休みは親子で参加しよう！ 自由研究にも最適！

夢の宇宙体験
バスツアー

参加希望者はお電話にてお申込みください。 
「夢の宇宙体験バスツアー係」まで

（月～土 ９：００～２０：００ 日、祝 ９：００～１８：００）
☎０１20-147-026

15,000円
15,500円（税込）

2名様1室 大人お一人様
16,500円（税込）

子ども（お一人様）
11,260円（税込）

北海道Walker 企画

片山陽加（AKB４８、ユメスポキッズイメージキャ
ラクター）がバスツアーに同行！2日目にはトーク
ショー＆はーちゃんとふれあいタイムも開催。

   
は
ー
ち

ゃん
がやってくる！ 

植松電機（赤平市）の
モデルロケットを体験
植松電機（赤平市）の
モデルロケットを体験

星空ツアー
「スターウォッチング」
星空ツアー
「スターウォッチング」

1日目

2日目

締切
まもなく

 PHOTO ©Ryo.WATANABE

本物のロケットと同じ飛行原理を持
つモデルロケット（4,200円相当）
の作成、打ち上げを体験します！

夕食後は、大雪レイクサイド
（大雪湖）にてガイドの説明を
聞きながら星空の観察。街灯
のない中の観察は圧巻ですよ！ （写真はイメージです）（写真はイメージです）

さぁ〜て

 行くぜィ！

ホイッスル君
イラスト：saorin

vol.02

■応募方法：下記必要事項をご記入の上、はがき・FAX・メールのいずれかでご応募ください。
　①募集企画名　②氏名（フリガナ）　③性別　④学校名（大人の方は職業）
　⑤学年（年齢）　⑥住所　⑦郵便番号　⑧電話番号（日中連絡のとれる番号）
⑨好きなスポーツ　⑩今月号の面白かった記事　⑪備考（はーちゃんへの応援メッセージなど）
〈はがきの宛先〉〒060-0042  札幌市中央区大通西18丁目1番40号  プログレッシブ・オフィス501
　　　　　　　ユメスポキッズ編集部
〈FAX番号〉011-640-6030　　
〈メールアドレス〉info@yumesupo.jp　右記QRコードからも読み込みOK!

■募集企画
❶はーちゃんと新スポーツをつくろう！（締切り8月末日）
❷ユメスポキッズ杯　スポチャン大会（締切り8月末日）
❸ユメスポ会員（随時受付）

■当選発表：プレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。

応募要項

次号配付日：９月下旬［予定］

※お寄せいただいた個人情報は編集部にて厳重に管理、当該目的にのみ使用し、第三者へ
無断提供することはありません。

おう      ぼ      よう    こう

じ ごう はい ふ   び がつ  げ じゅん    よ てい

無重力実験の様子

本誌に関するご意見・
ご感想・ご要望につき
ましても、下記宛先ま
でお寄せください。

電磁力実験 ロケット打ち上げ

本物のロケットと同じ飛行原
理を持つモデルロケットを作
成、そしてロケットの打ち上
げまで体験します。パラ
シュートを使って降下してく
るロケットに大感動、大興奮！ 

ほん  もの

でん じ りょくじっけん う あ

むじゅうりょくじっけん　　よう す

赤平市で宇宙体験?!
あか     びら      し                  う     ちゅう    たい     けん

とつげき

突撃レポ❶

　今回、編集部では札幌市内小学校の研修旅行プログラ

ムに同行、赤平市植松電機で宇宙を体験する様々な実験

を見てきました。

　「できない事なんて無い、自分の可能性を信じて色々

なことにチャレンジしよう！」と話す植松電機の植松専務。

専務も子供の頃、ロケットを自分で作りたいと思ったのですがまわりの大人に無

理、不可能と言われていたそうです。しかしあきらめずに可能性を信じた結果、

今では実際にロケットを作る仕事をしています。専務のあきらめないお話を聞い

たあと、無重力実験や電磁石実験など大掛かりな装置で宇宙の神秘も勉強、数

人の子はクレーン車の運転も体験していましたよ。

　今回のイベントは北海道walkerが企画している「夢の宇宙体験バスツアー」で

　体験できます。このページの広告で応募できます。是非宇宙体験をしましょう！

〈編集部より〉編集部の住所が変わりました。お間違いなく！

もっとスポーツを楽しもう！ スポーツの3つのキーワード、「観る・する・支える」

スポーツと食事のつながりはたいへん深いもの。
食べることに興味を持ってみよう！

　　　　　　　　　　　　　　 しょく   じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふか

  た 　　　　　　　　　　　　　　　 きょう    み　　　　　も
巻頭
特集

かんとう

とくしゅう

元女子マラソン選手、岐阜県岐阜市出身。
シドニーオリンピック金メダリスト。女子マラソンの
元世界記録保持者。女子スポーツ界で初の国民栄誉
賞を受賞。愛称は「Qちゃん」。現在はスポーツキャ
スター、マラソン解説者などで活躍している。

PHOTO  s.miyahara

金メダルと最高の笑顔！

　ユメスポキッズを読んでいるみなさん、高橋 尚子です。

　私は今、大滝村にあるＱちゃんファームで野菜づくりを行っています。

女子マラソンの選手だった私がなぜ、農業に対して興味を持ったのか？ 

それは、スポーツと食事のつながりがたいへん深いと考えたからです。

　みなさんは、もっと早く走りたい、もっと強い体になりたいと思ったり

しますか？ マラソンもそうですが、スポーツ競技を行うときに自分のから

だを強くすることはとっても大切なことです。そしてからだづくりの基礎

となるのが、好ききらいをなくしたり、のこさずしっかり食べること、食

べ物を粗末にしないことなのです。食事の重要性や食べることに興味を

持ってもらうことを伝えたいと考え、みんなといっしょに野菜づくりをし

てみようと思いました。実際、私

も野菜づくりの過程を通じて農家

の方々のたいへんさや、ものを大

切にすることなど多くのことを学

びました。

　自分のからだのこと、食べるこ

とをみんなで考えてみましょう！

高橋尚子さんがプロデュースするＱちゃんファームで農業体験をしよう！
お問い合わせ：のぐち北湯沢ファーム　電話０１４２-６８-８０２０
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011-884-7000

駐車場完備

担当指導員：村重　欣延
資格：中学・高等学校教諭１種、障害者スポーツ指導員
　　　ホームヘルパー２級、日本体操協会公認審判員
　　　

☎詳細希望の方は
連絡ください！

札幌市清田区北野５条２丁目６-３０ 
月・火・水・金/13:00～ 21:00
木/15:00～ 18:30、土/9:00～ 17:00
　

営業
時間 ジュンスポーツクラブ

http://www.junsports.jp/

ユメスポキッズ スポーツ先生にも登録。君の学校でも授業するかも！

ジュンスポーツクラブの

レッスン紹介

子どもの運動神経を決める大事な幼少期、体操専門教室で能力向上を目指しましょう！

夏休み
短期体操教室 受付中!

◎短期教室からの入会特典有り！
◎応募者多数の場合は定員になり次第締め切ります。

４日間
コース

７/２７（水）～３０（土）
小学校でのスポーツ内容を能力に合せて練習

2日間
コース

①8/1（月）～2（火） ②8/3（水）～4（木）
バクテン・逆上がり・跳び箱の開脚跳びを
集中練習

大人気！

児童デイサービス ジュン・ハート 発達に心配があったり、障がいのあるお子様の為の療育
機関です。運動を多く取入れており、体操専門コーチが
指導しております。（詳しくは、お問い合わせ下さい。）

札幌市清田区北野５条２丁目２-２３
☎011-887-3333

リトルクラス ２歳６ヶ月～３歳 幼児クラス４歳～５歳 児童クラス ５歳～小学生 プライベートレッスン

初めて親離れするお子様も安
心して楽しめ、遊びの中から
子ども本体の想像力や運動基
礎能力を引き出していきます。

マット、跳び箱、鉄棒、
トランポリンなどを楽し
くとりくみ、お子様の運
動能力を引き出します。

学校で行うマットや跳び
箱、鉄棒などお子様一人
一人の能力に合わせて段
階指導をしていきます。

苦手な科目をお子様の
ペースで安心して取り組む
ことができます。体操以外
の種目も対応いたします。

その他、上級クラス、育成・
選手クラスがございます。

見学・体験レッスン随時受付中！

 スポチャン大会 開催!! スポチャン大会 開催!!
●スポーツチャンバラとは……？
体育館で行う現代的なチャンバラごっごをスポーツにしたもの。
全国的にどんどん広まっています。

※詳しくは本誌8ページの応募要項に
　したがって応募してね!!

当たりが柔らかく
安全です。
たたかれても痛くないよ!

９月17日●土
１4:00～１6:00
小学生 ３０人

北海きたえーる
（北海道立総合体育センター）サブ・アリーナ
札幌市豊平区豊平５条１１丁目１番１号
地下鉄東豊線　豊平公園直結

第1回 

主催：ユメスポキッズ編集部　
        公益法人日本スポーツチャンバラ協会認定
        どさんこスポチャンクラブ

★「対戦」１VS１
★「乱戦」多人数VS多人数
★「サバイバル」全員が敵同士

プログラム内容

時　　間

開催日

募集人員

開催場所

スポーツが苦手な子から得意な子まで
誰でも簡単に楽しむことができるスポーツチャンバラ。ゼロ歳から始めることができるスポーツです。みんなで体験しよう！

スポチャン専用面
エアソフト剣 相手の体のどこを打っ

てもOK! ただし相手か
らはどこを打たれても
いけないよ!

ルールも簡単♪

杯杯杯杯
※引率の大人が必ずついて下さい。

参  加  費  無  料

－ 3－－ 2－

スポーツニュース
ウォーターパーク ていねプール

8/17（水） コンサドーレ札幌vsジェフユナイテッド千葉
9/21（水） コンサドーレ札幌vs東京ヴェルディ

8/2（火）・3（水）・4（木）

8/12（金）・13（土）・14（日）

8/19（金）・20（土）・21（日）

8/23（火）・24（水）・25（木）

9/5（月）・6（火）・7（水）

9/23（金・祝）・24（土）・25（日）

【サッカー /Jリーグディビジョン2】

【野球】

8/8（月）
8/10（水）

8/27（土）・28（日）

9/14（水）・15（木）
9/17（土）

第33回 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
キリンチャレンジカップ2011
日本代表vs韓国代表

日本女子プロ野球2011 シンデレラシリーズ
兵庫スイングスマイリーズvs京都アストドリームス

2011 FIGHTERS
ジュニア王座決定戦
札幌6大学野球 秋季リーグ戦

【その他】

(平成23年6月27日現在） ■札幌ドーム情報

スポーツイベントカレンダー

札幌市の施設紹介❸

　ていねプールは、昭和57年7月にオープンし

て以来、北海道の短い夏を子供から大人まで

満喫出来る場として愛され続けています。道内

最大級の屋外プールで、昨年の来場者数は約

86,000人です。人気アトラクションの『ビッグ

ウェーブ』は、つぎつぎと押し寄せる波に向かっ

て体当たり。白い波しぶきをあげる迫力は、ていねプールならではの豪快さです。今年の営業

は7月16日（土）～8月21日（日）まで。今か今かと心待ちにしていた方も多いのではないでしょ

うか？7月31日（日）には、ていねプール夏まつりを開催。毎年大好評の企画で楽しいイベント

が盛りだくさん！！ さぁ、夏休みは目前です！ 皆さんもていねプー

ルで、楽しい夏の想い出を作ってはいかがでしょうか。
・住所：札幌市手稲区前田1条5丁目　
・問い合わせ：電話011-682-6588　
・営業時間等詳しくは、ホームページをご覧下さい。
  http://www.teine-pool.jp/

プロ野球パ・リーグ公式戦
北海道日本ハムファイターズvs千葉ロッテマリーンズ

プロ野球パ・リーグ公式戦
北海道日本ハムファイターズvs福岡ソフトバンクホークス

プロ野球パ・リーグ公式戦
北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズ

プロ野球パ・リーグ公式戦
北海道日本ハムファイターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス

プロ野球パ・リーグ公式戦
北海道日本ハムファイターズvs福岡ソフトバンクホークス

プロ野球パ・リーグ公式戦
北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズ 

　

ウォーターフォール（スライダープール）▶
高さ8.3ｍと6.6ｍの高さから滑り降りる豪快
さは大人も十分に楽しめるパワーです。

からだのしくみ
なに

監修：瀧内 敏朗先生（たきうち整形外科スポーツクリニック院長）
No.2 ゴールデンエイジって何？

夏

冬

オススメ！
左右対称のスポーツ
さ    ゆう たいしょう

　人の発育・発達については研究が進んでおり、神経系（脳・脊髄・運
動神経など）は5歳ごろまでに80％の成長をとげ、12歳でほぼ
100％になることが知られています。神経の回路は一度出来上がる
となかなか消えません。いったん自転車に乗れるようになると何年
か乗る機会がなくてもいつでも乗れますよね！ なので、この時期に
神経系へ刺激を与え多種多様な動きを経験することは、とても大切
なのです。
　神経系の発達が著しい5歳～8歳（小学校低学年）の時期は、ス
ポーツの基礎となる瞬発性が発達しやすい時期であり、体内の神経
回路が複雑にはりめぐらされ、さまざまな刺激を得ようとして、常に
新しいものへと興味が移っていきます。ですから鬼ごっこや木登り、
ボールを使った遊びなど多彩なアクティビティ（遊びの要素を含んだ
運動）が瞬発性の獲得に向いています。
　次に、9歳～１２歳（小学校高学年）ですが、このときがまさにタ
イトルにもある“ゴールデンエイジ”！！ この時期は体も一次成長を
終え安定しており神経の発達はほぼ完成に近づくので、動作の習

得に対する準備も整って、動きの巧みさ（巧緻性）を身につけるの
に適しています。したがって、あらゆる物事を短時間で覚えること
が可能で“ゴールデンエイジ”と呼ばれているのです。
　現在のスポーツをみると、野球や
サッカー、バスケットボールなど多く
のスポーツは左右非対称です。左右
で違う動きをするため高い巧緻性が
求められます。これは“ゴールデンエ
イジ”において発達しやすいので、
その前段階の低学年期に水泳やス
キーのような左右対称のスポーツを
経験することが、のちのスポーツ活
動においての成功の秘訣です！！
皆さんはせっかく札幌に住んでいる
ので、左右対称のスキーを小さいこ
ろから楽しみませんか！！

今回の先生はこの人！

森島 寛晃先生セレッソ大阪アンバサダー

©OSAKA
.F.C

ミズノビクトリークリニック

ス ポ

セ ン

「出前授業スポセン」を希望される学校・団体の方、講師希望の
方はお気軽にユメスポキッズ編集部までご連絡ください。
連絡先：info@yumesupo.jp  

編集部より

　６月４日（土）、全国で開催している

ミズノビクトリークリニックが札幌で行われました。講師は元サッ

カー日本代表の森島寛晃さん。当日は100組２００名近くの親子

が参加してくれました。

　最初に森島選手と子供たちが「ミズノビクトリークリニック！」と

大きな声で言いながら写真撮影し、気合をいれた親子のみな

さん。森島さんの大阪ののりの

軽妙なトークを聞きながらスト

レッチやパス練習を行います。

ボールを上に高く投げ、落ちてく

る間に「頭」「肩」「お尻」「足首」を

もっともっと、
スポーツの楽しさを
知ってほしい！

スポセンとはさまざまなスポーツを行って
いる選手のみなさんが先生になり、ユメス
ポイベントやみんなの学校の授業に参加
してスポーツを知る授業、スポーツに触れ
る授業を行うプログラムだよ！

触ったり、親子でジャンケンをし

て、負けたら勝った人の周りを

ボールを蹴りながら３周するゲー

ム感覚のパス練習など、みんな

楽しみながら覚えていく練習に

興奮していました。そして、実際に森島さんのシュートも間近で

見学、すごい迫力でした。次は総当たり戦、全員が森島選手と

ミニゲームをすることができました。お父さん達も参加しました。

　最後に一人一人に森島さんから直接サイン色紙が渡され、子

供達に対するメッセージも伝えられました。実際にプロのプレー

を体験しながらのイベント、そして楽しむことが第一に考えられ

たプログラムに森島さん、ミズノさんのスポーツに対する思いを

感じました。ミズノビクトリークリニックは定期的に札幌で開催し

ていくとの事なので次回の開催を楽しみに待ちましょう！

・愛称：モリシ、ミスターセレッソ
・生年月日：１９７２年４月３０日  ・出身：広島県
・ポジション：ＭＦ、ＦＷ  ・好きな言葉：心・技・体
・経歴：大河ＦＣ（広島／小中学校時代）→東海
大第一高校（1988）→ヤンマー（1991）→セ
レッソ大阪（1994～2008）
・日本代表出場記録：64試合／ 12得点

ミズノでは各競技種目の選手を起用した「ミズノビクトリークリニック」という名称のイベントを全
国各地で開催、実技指導、講習、サイン会、トークショーなどを行っており、ミズノファンの拡大
のみならず地域のスポーツ振興に貢献しています。クリニック起用の講師は、オリンピック、世界
選手権出場など、国内外で輝かしい実績と経歴を有した２０競技、３００名以上のトップ選手です。
ミズノビクトリークリニックは、スポーツを愛する全ての方に、スポーツの楽しさを伝え、チャレン
ジする方を応援していきます。

スポセンってなに？
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新体操ミニ知識VOL.3

8/6●・7●で夏の短期教室開催土 日

札幌MEG.RG クラブ
札幌MEG.RG☎011-811-6030

FAX.011-811-6040

札幌市豊平区豊平3条4丁目1－31 ［営業日］火曜日～日曜日 ［定休日］月曜・祝日
［地下鉄］東豊線：学園前駅徒歩５分・東西線：菊水駅徒歩７分

さっぽろ  メグ .アールジー   クラブ

ユメスポキッズのみなさん、こんにちは！

新体操であなたも

プリンセスヒロイン!
〈オーナー兼ヘッドコーチ〉
資格：日本体操協会公認審判員
新体操指導の第一人者、コーチ歴20年以
上のコーチが優しく指導してくれます。

※その他、中級・上級・スーパー上級・育成・選手コースがあります。

●年齢や体力に合わせて指導いたします！ ●新体操手具（リボン・ボールなど）は当クラブにてお貸しいたします！

①短期教室終了後当日入会で0円 ②8月中に入会で半額
新体操を通じて身体を動かす楽しさやおもしろさを伝えます。ねばり強く頑張る大切さ、
挨拶や片づけなど基本的なマナーを身につけることが出来ます。

幼児 ティンカーベル 年少～年長（４～６才児） 15名 １０：00～１０：４５ 3,500円
児童 アリス 小学１年生～中学生 15名 １１：00～１１：４５

クラス       コース          対象年齢  定員          時間   参加費　　　　　特典

この広告を持参の方、
１,０００円ＯＦＦ！（税込）

Q：どんな事が身につきますか？
①自分で使った道具等は自分で片付ける
　▶自立心
②大きな声であいさつする
　▶積極性、コミュニケーション能力
③忘れ物をしない▶物を大切にする心、責任感

一文字 恵美（いちもんじ めぐみ）

入会金5,250円が

－ 5－－ 4－

スポチルよ、
大志を抱け!

〝チャレンジの男〟
 おとこ

たい           し    
                 いだ

溝畑 宏の
みぞ   はた    ひ

ろし

国土交通省
観光庁長官

溝畑 宏
サッカーチーム「大分ト
リニータ」の社長として
Ｊリーグ優勝を経験。
選手以上にサポーター・
地域住民が喜ぶ姿を見
て、スポーツが地域に
もたらす「元気」に感動
する。観光庁においても
日本を元気にしようと「スポーツ観光」の普及に取組み、最近では
自らもマラソンに挑戦し、スポーツ観光の楽しさを実感している。

Photo by keiji KITAHIRA
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みぞ           はた             ひろし

　みんな、元気ですか？ 溝畑宏です。

　もう夏休み。夏休みっていいよね。海に山にと、太陽の光を浴

びて色んな所で遊べるし、また、スポーツや勉強にと、しっかり

打ち込むには十分な時間だしね。できることなら、僕も夏休み

が欲しいな。夏休みがあれば、今まで行ったことのない所に旅

行し、色々な経験ができるのに。残念。。。

　ちなみに、今年の夏休みで、みんなが楽しみにしていることって何かな？ 家

族旅行？ 友達と仲良くキャンプ？ スポーツ大会の観戦かな？ 他にも、まだまだ

いっぱいあるだろうね。ただ、みんなの考え方次第では、もっと楽しい夏休みに

できるはずだよ。いっぱいアイディアを出して、夏休みをもっと楽しくしよう！ 

　例えば、サッカーが好きなら、沢山練習しつつも、Jリーグも見に行こう！ 絵が

好きなら、沢山の美術館を回ろう！ 本やマンガが好きなら、その舞台となった土地

に行ってみよう！ 自分の身近なものがどうやって作られているか疑問に思った

ら、その工場へ見学に行ってみよう！ 考え方次第で、何でも旅行になるんだよ。

　そして、大切なことは、そうした旅行をしたなら、家族や友達といっぱい話を

すること。そうすればより仲良くなれるし、思い出もしっかりと記憶に残るからね。

それではみんな、くれぐれもケガや事故がないよう夏休みを過ごしてね。では、

また10月に！！

深川 友貴
ふか がわ     とも  たか

コンサドーレ札幌
アドバイザリースタッフ 3
　こんにちは、ともさんです!! スポーツを楽しんでいますか？ 

今回はみんなが楽しみにしている「夏休み」がテーマです。

　友さんの小学生時代は、ほぼ毎日がサッカーの練習でした。

サッカーを通して出会った大切な仲間との毎日は本当に楽し

かったです。みんなは夏休みを利用して、いろんなスポーツに

チャレンジしてみたり、自分でやってみたいスポーツを見に行っ

てみるのも良いですね。とにかく夏休みはスポーツを楽しむ

チャンスです…（笑）熱中症には気を付けてステキな夏休みを

過ごして下さいね！！ あっ、大事なことを忘れてました…宿題は

計画的にしっかりやりましょう…（笑）

スポーツは、「グローカル！」

　最近、ニュースでスポーツの話題が無い日はありません。

また、スポーツのニュースは、地域のものから、海外のものまで

エリアを問わず報じられています。これは、スポーツがいかに

身近で、国際的なものであるかということを意味しています。

これをローカル（地域的）とグローバル（国際的）という言葉を

掛け合わせて、「グローカル」という造語で表されます。

　海外での商談の時、本題に入る前にまずスポーツの話題、と

いわれるほどです。スポーツには国境は無いのです。スポーツ

をする、みる、語るだけであなたはすでに国際人！

知ってび くり!!
し

世界のスポーツ
せ かい

❷

林先生の

はやし せん  せい

林 恒宏（はやし つねひろ） 札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツビジネス学科専任講師
現職／同大学サッカー部監督・早稲田大学スポーツビジネス研究所客員研究員

NPO法人クラブネッツ理事・北海道スポーツ振興審議会委員
ウェールズ大学大学院MBA・PGD

　娘が通う学校では、読書感想文や俳句など、学校以外の

主催で行う作品募集のお便りを児童に配布している。それ

には、『チャレンジしてみよう！』とデカデカと書いてある。

『チャレンジすること！』と見間違えているのか？と思うくら

い、娘は様々なものに挑戦してきた。『なかなか積極的でよ

ろしい！』と感心していたのだが、最近になってどうやら景品

狙いだということが判明した。参加賞でもペンのセットや図

書カードが貰える場合もあり、最近では賞を取る事も多くなっ

てきた。応募する人が少ないのか？ それとも『数打ちゃ当た

る』って事？（笑）立派な表彰式を行う企画もあり、親の方が

ドキドキする事も。というのも、初めての入賞の際、一応考

えて娘はそれなりの服装だったが、単なる同伴の私はビック

リする程ラフな感じで行ってしまったのだ。他の方はキリッ

と素敵ないでたちで、『穴があったら入りたい』とはまさにこ

の事だと思った記憶がある（汗）まぁ、何事も挑戦する事は

良いことなので、これからも景品狙いの我が子を暖かく見

守っていこうと思う。

ミッチェルの言う通り!（にしなさい！）

【ミッチェルプロフィール】ユメスポ編集部スタッフ。札幌生まれ札幌育ち。
　　　　　　　　　　　　夫と小学3年生の娘（通称ヒーヒー）の三人暮らし。

い とお

現役小学生ママ代表！ミッチェルの子育てコラム ❸
げんえきしょうがくせい            だいひょう                                        こ  そだ

　こんにちは！はーちゃんこと、ＡＫＢ４８に所属している片山陽加です。このコーナーでは、
みなさんと一緒にさまざまな新しいスポーツを考えたり、実際にやってみたりしていきます。

　本誌４月号でも紹介した『タグラグビー』。月寒ラグビー場で行

われたタグラグビーの試合を見てきました。北海道ラグビーフッ

トボール協会の主催で行われた、第２回北海道ラグビーフェスティ

バル。タグの取り合いがとてもおもしろくて見入ってしまいまし

た。そして、タグラグビーはスポーツの苦手な人でもきっとでき

ると感じました。これからのタグラグビーに注目ですね！

おもしろスポーツ紹介❷

タグラグビー
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か あ ぞう ご あらわ

かい がい しょう だん とき ほん だい はい まえ わ だい

こっ きょう な

かた こく さい じん

たの

こん かい たの なつ やす

とも しょう がく せい じ だい まい にち れん しゅう

とお で あ たい せつ なか ま まい にち ほん とう たの

なつ やす り よう

じ ぶん み い

よ なつ やす たの

わらい ねっ ちゅうしょう き つ なつ やす

す くだ だい じ わす しゅく だい

けい かく てき わらい

むすめ かよ がっ こう どく しょ かん そう ぶん はい く がっ こう い がい

しゅ さい おこな さく ひん ぼ しゅう たよ じ どう はい ふ

か

み ま ちが おも

むすめ さま ざま ちょう せん せっ きょく てき

かん しん さい きん けい ひん

ねら はん めい さん か しょう と

しょ もら ば あい さい きん しょう と こと おお

おう ぼ ひと すく かず う あ

こと わらい りっ ぱ ひょうしょう しき おこな き かく おや ほう

こと はじ にゅうしょう さい いち おう かんが

むすめ ふく そう たん どう はん わたし

ほど かん い ほか かた

す てき あな はい

こと おも き おく あせ なに ごと ちょう せん こと

い けい ひん ねら わ こ あたた み

まも おも

なつ やす

たい せつ

★はーちゃんからのお願い
ぼしゅう
します！

　みんなにお願いがあります。わたし、片山編集長

にみんなの新スポーツのアイデアを送ってください。

みんなの意見で新しいスポーツを創り上げましょう！

上記、新スポーツのアイデアを送ってくれた方の中から、

片山編集長がすばらしい新スポーツを3つ選出し、ユメ

スポキッズ10月号で紹介します。

さらに、はーちゃんのサイン入りチェキ写真をプレゼント！ 

あなたの名前も入れちゃいますよ！！ みんなのアイデア、待ってま～す♪

プレゼント
はーちゃんから

応募方法
おう  ぼ  ほう ほう

①みんなの考える新スポーツを絵にして

下さい。 ②新スポーツの名前を考えて下

さい。 ③新スポーツのルールを書いて下

さい。葉書・画用紙に書いて編集部宛に

郵送で送ってね。

※詳しくは本誌8ページの応募要項にしたがって応募してね。
じょう き　　 しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく　　　　　　　　　　 かた　　 なか

かた やまへんしゅうちょう　　　　　　　　　　　　  しん　　　　　　　　　　　　　　 せんしゅつ

　　　　　　　　　　　      がつごう　　しょうかい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い　　　　　　　　   しゃしん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まな まえ　　　い

ねが

　　　　ねが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    かたやま へんしゅうちょう

　  しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく

い  けん　 あたら　　　　　　　　　　　　　 つく　　 あ

　　　　　　　　　 かんが　　　  しん　　　　　　　　　　  え

くだ　　　　　　　　しん　　　　　　　　　　 な  まえ　　かんが　　　  くだ

　　　　　　　  しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  か　　　　　くだ

　　　　　　 は  がき　　が  よう  し　　　か　　　　  へんしゅうぶ  あて

ゆうそう       おく

　　くわ　　　　　　ほん し　　　　　　　　　   おう  ぼ  よう こう　　　　　　　　　　　 おう  ぼ
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しょぞく かたやまはる か

いっ しょ あたら かんが じっさい

ほん し がつごう しょうかい つきさむ じょう おこな

し あい み ほっかいどう

きょうかい しゅさい おこな だい かいほっかいどう

と あ み い

にが て ひと

かん ちゅうもく

かたやま はる か しょぞく

す こと ば がつ にち さっぽろこうえん み く こ な まえ よ

み い うた さく

ひん ひょうげん えんげき わたし ちょうせん ぶブルース イン ザ ナイト たい

うた おぼ じつ すこ しんぱい じ ぶん しん

ど りょく がん ば じつ なつ あつ たいちょう すこ くず ぶ たい の き

な たいりょくづく よ はがね からだ

ざんねん こんかい さっぽろ はこだて こうえん さん か さっぽろ おな さ とう あ み な く

あいだ

●なまえ：片山 陽加　●ニックネーム：はーちゃん　●AKB48 チームA所属
●好きな言葉は「なせばなる」!! 　8月19日はAKB48コンサートの札幌公演！もし見に来る子がいたら名前を呼んでね！！

ユメスポキッズのみなさんはミュージカルって見たことありますか？かんたんに言うと、セリフだけじゃなく歌やダンスでも作
品を表現する演劇のことだよ。そんなミュージカルに私が挑戦することになりました。「BLUES IN THE NIGHT」という舞台
です。セリフも歌も覚えることがたくさんあって、実は少し心配になってるけど、＜やればできる＞と自分を信じて、いっぱい
努力して頑張ります！！…実はこの間、夏の暑さで体調を少し崩しちゃったんだ。ハードな舞台を乗り切るためにも、もうそん
なことが無いように体力作りをしなくちゃ！みなさんもユメスポキッズを読んで鋼の体になろうね。
（残念なことに今回のミュージカルでは、はーちゃんは札幌ではなく函館での公演に参加します。札幌には同じAKB48の佐藤亜美菜ちゃんが来るよ！）

IN THEBLUES NIGHT

主催／HTB北海道テレビ、道新文化事業社、コマ・スタジアム、トップシーン、HTBプロモーション
後援／北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会

2011年10月13日（木）
札幌市教育文化会館  大ホール S席／7,000円 

A席／6,000円（全席指定、税込）

【昼公演】13：00開演（12：30開場）
【夜公演】18：00開演（17：30開場）
※未就学児のご入場はご遠慮願います。

◆チケット取扱い
●道新プレイガイド............................................☎011-241-3871
●大丸プレイガイド（南1条西3丁目）.................☎011-221-3900
●教文プレイガイド............................................☎011-271-3355
●ローソンチケット（Lコード：16677）.................☎0570-084-001
●チケットぴあ（Pコード：413-836）...................☎0570-02-9999
●セブン-イレブン（セブンチケット セブンコード：011-967）
●HTBコーナー（地下街ポールタウン）.............☎011-241-0146
◆お問い合わせ／HTBプロモーション…………… ☎011-824-4171

チケット好評発売中！



毎週金曜日 20:00～20:55
AIR-G'にてON AIR

募集内容／小学生：作文テーマ「夏休みの笑った思い出」
　　　　　成人：子どもの頃の「クスっと笑える昔の作文」
募集期間／ 2011年8月26日（金）消印有効
応募方法／メールのみ　radio@air-g.co.jp
　　　　　お子さんの「お名前」「年齢」「性別」、保護者の「お名前」「ご住所」「電話番号」
　　　　　「メールアドレス」　以上を明記ください。
※番組で随時紹介（番組で紹介された作文ホームページに掲載されます。全文紹介または
　掲載が出来ない場合がございます。）
※参加して頂いた方の中から抽選で３千円分の図書カードを5名にプレゼント！
※当選者は発送をもって発表にかえさせて頂きます。あらかじめご了承ください。
◆詳しくはAIR-G' の番組ホームページをチェック！ 
　www.air-g.co.jp/suzui コチラをクリック。
お問合せ先／株式会社エアジーワークス ☎０11-241-0850（平日AM10時～PM5時）

パーソナリティ：鈴井 貴之

鈴井貴之 ラジヲの時間
　　　　

応
募
方
法

「作文」募集中！
東札幌に

初心者の方
大歓迎

詳細は各スクールに
ご連絡ください

詳細は各スクールに
ご連絡ください

テニススクール＆サッカースクールOPEN!
●アクセス／札幌市白石区東札幌2条1丁目3-23 地下鉄東西線東札幌駅2番出口より徒歩2分

TEL.011-827-9251
http：//www.s-verde.com

●幼稚園年中～中学3年生
●柔らかいボールでレッスン
●子供のからだにあわせて用具を使用
●レンタルラケット・シューズあり
●火曜～金曜／15：40～18：50

ジュニアテニスコース 生徒大募集！
●幼稚園～小学校6年生
●屋内施設の為、天候関係無し
●2週間体験コース実施 
●火・木・金／17：00～18：30

TEL.011-827-7428
楽しく
サッカ

ーをし
よう！

サッカースクール 生徒大募集！

体験料金15，000円のところ
ユメスポキッズ見たで半額!!体験レッスン

ユメスポキッズ見たで無料!!
NPO法人 ベアフットスポーツクラブ

－ 7－－ 6－

数 占3cV e
きみらしい色ってどんな色？
「ラッキーカラー編」

i'.先生

http://aasana.main.jp/
AAsana　真理の探究

赤い帽子でスポーツ観

戦にでかけたら集中

力アップで楽しく応

援だ☆

1タイプ 赤
きれいなピンクのお花

を部屋に飾ったら、君

にとっての癒しの時間

になるよ。

2タイプ ピンク
海水浴には太陽のよう

なイエローの浮き輪

でより目立っちゃおう！

3タイプ 黄色
テストの日には、ブルー

の靴下をはくと緊張せ

ずに落ち着いて問題が

解けるよ。

4タイプ 青

お友達への手紙は

パープルの便箋で書く

と君らしさが出るよ。

6タイプ 紫

オレンジの文房具を

使ったら、勉強が楽し

くなってワクワクして

くるよ。

5タイプ オレンジ

雨の日にはシルバー

の傘を持って出かけ

ると落ち着くよ。雨の

音に耳を傾けて。

7タイプ シルバー
白と黒のストライプの

パジャマを着て寝る

と、明日いいこと起こ

るかも！

8タイプ 白と黒
グリーンのエプロンを

身に着けて掃除した

ら、お部屋も君に癒さ

れるはずさ。

9タイプ 緑

かず
うらな

②答えがひとけたになるまで足していこう

←これがきみの数だよ!

①誕生日を西暦になおして、ひとけたずつ足し算しよう

＋

月 ＋＋＋年＋＋＋＋ 日

（a） （b）

＝

（a）

＝

（b）

まずは
自分の数を
計算して
みよう。

みんな答えは分かったかな？ 全問分かった人は応募要項を記入の
上、ユメスポキッズ編集部まで応募してね！ 抽選で5名様にクロー
ルなどを優雅に速く泳ぐためのテクニックが満載！ “最先端泳法
『フラットスイム』で４泳法がきれいに泳げる！”の書籍をプレゼント!!

※お寄せいただいた個人情報は編集部にて厳重に管理、当該目的にのみ使用し、第三者へ、無断提供することはありません。

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-33-8 パークフロント45-4F 
［電話］03-5474-2505 ［FAX］03-5474-2507 ［URL］http://www.toho-pub.com

東邦出版株式会社

夏になると小学校の授業

でも行なわれている、プー

ルで泳ぐスポーツは何とい

うスポーツでしょうか？

北海道日本ハムファイター

ズとコンサドーレ札幌が、

ホームとしているドームの

名前は何ドームでしょうか？

“サッカー”と“バスケット

ボール”と“野球”の１チー

ムずつの人数を合わせると

何人になるでしょうか？

全問正解してくれた方には
すてきなプレゼントのチャンス！

Q.1
むずかしさ

レベル
1 Q.3

Q.2
むずかしさ

レベル
2

むずかしさ

レベル
3

DVD
付き

■応募方法：下記必要事項をご記入の上、はがき、FAXのいずれかにてご応募ください。
　①氏名（フリガナ）②性別③学校名④学年（年齢）⑤住所⑥郵便番号
　⑦電話番号⑧クイズの答え、感想⑨好きなスポーツ⑩今月号の面白かった記事
　〈はがきの宛先〉 〒060-0042
　　　　　　　　 札幌市中央区大通西18丁目1番40号プログレッシブ・オフィス501
　　　　　　　　 ユメスポキッズ編集部「スポーツクイズ」係
　〈FAX番号〉011-640-6030　　
■応募締切：平成２３年8月5日（金）必着  
■当選発表：プレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。

■応募方法：下記必要事項をご記入の上、はがき、FAXのいずれかにてご応募ください。
　①氏名（フリガナ）②性別③学校名④学年（年齢）⑤住所⑥郵便番号
　⑦電話番号⑧クイズの答え、感想⑨好きなスポーツ⑩今月号の面白かった記事
　〈はがきの宛先〉 〒060-0042
　　　　　　　　 札幌市中央区大通西18丁目1番40号プログレッシブ・オフィス501
　　　　　　　　 ユメスポキッズ編集部「スポーツクイズ」係
　〈FAX番号〉011-640-6030　　
■応募締切：平成２３年8月5日（金）必着  
■当選発表：プレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。

今回のテーマ

一文字 恵美 先生 
(札幌MEG.RGクラブ）

成田　靖子 コーチ 
(札幌MEG.RGクラブ）

なわとびが
出来るようになるコツ

たいいく  

実際に“ツボ”を試してみた！ など、このコーナーの感想をお寄せください。とりあげてほしい種目のリクエストもOK！
（8ページ応募要項の宛先まで）

情報提供：札幌MEG.RGクラブ

で　　 き

みんなは体育の時間、楽しんでる？

ロープを4本にな

るように折って

持ち、早くまわす

練習をします。

右手も左手も両方やりましょう。

ロープを2本にな

るように折って

持ち、早くまわす

練習をします。

肘が少し曲がっても大丈夫です。

上に高くとぶ事が大切です。

大人に手伝って

もらうと上達が

早いです。（トン

トンと2回とびで

行なって下さい）

とぶ時に肩から

背負ったらうまく

とべないよ。

札幌MEG.RGクラブで指導員をしています。
詳しくは５Pの広告も見てね！

ポイント

１

ポイント

4

ダメな

例

ポイント

2
と
に
か
く

早
く
ま
わ
す！

ポイント

3

重心が低く膝

を曲げたとび

方だと、すぐ

に引っかかり

ます。

　体育に、もしニガ手意識を持っている人がいたら、ぜひ、

このコーナーを読んで参考にしてほしいんだ。もちろん体育

の授業が大好きな人にも参考になる「ツボ」がいっぱい。

　ちょっとしたツボをおさえることで、ぐっと効果が出るはず。

そして、もっと体育を楽しめるんじゃないかな。

　「体育のツボ」では誰でも気軽にできる、そんな「ツボ」を

紹介しています！

　今回は「なわとび」のツボだよ。なわとびは「まわす」事が

大切。上手く飛べない人は、肩から

背負ったり腕を大きく動かしすぎて

いることが多いんじゃないかな？ 

ロープを「手」で「まわす」ようにやっ

てみてね。友達と一緒に挑戦してみ

るのもいいね。さぁ、やってみよう！

教えてくれた人
おし ひと

佐藤　直子コーチ 
(札幌MEG.RGクラブ）

たい いく じ かん たの こん かい

ぜん もん せい かい かた

いろ いろ

へん

じ ぶん かず

けいさん

たんじょう び せいれき た ざん

こた た

かず

で き

じっさい ため かんそう よ しゅもく

おう ぼ ようこう あてさき

たいいく て い しき も ひと

よ さんこう たいいく

じゅぎょう だい す ひと さんこう

こう か で

たいいく

たいいく

たの

だれ き がる

しょうかい

こんかい

ちょうせん

は
や

うえ たか こと たいせつ

じゅうしん ひく ひざ

ま

かた

ひ

れい

おと な て つだ

たつ

はや

かい

おこ くだ

じょう

とき かた

せ お

ともだち いっしょ

いちもん じ めぐ み せんせい

さっぽろ メグ　　 アールジー

さっぽろ メグ .　 アールジー し どういん

くわ こうこく み

さっ

なり た やす こ さ とう なお こ

ぽろ メグ .　アールジー

ほん

お

も はや

れんしゅう

みぎ て ひだりて りょうほう

ほん

お

も はや

れんしゅう

ひじ すこ ま だいじょうぶ

あか ぼう し かん

せん しゅうちゅう

りょく たの おう

えん

はな

へ や かざ きみ

いや じ かん

かいすいよく たいよう

う わ

め だ

ひ

くつした きんちょう

お つ もんだい

と

ぶんぼう ぐ

つか べんきょう たの

とも だち て がみ

びんせん か

きみ で

あめ ひ

かさ も で

お つ あめ

おと みみ かたむ

しろ くろ

き ね

あした  お

み つ そう じ

へ や きみ いや

あか き いろ あお

むらさき しろ くろ みどり

なつ しょうがっこう じゅぎょう

おこ

およ なん

ほっかいどうにっぽん

さっぽろ

な まえ なに

や きゅう

にんずう あ

なんにん

こた わ ぜんもん わ ひと おう ぼ ようこう き にゅう

うえ へんしゅう ぶ おう ぼ ちゅうせん めいさま

ゆう が はや およ まんさい さいせんたんえいほう

えいほう およ しょせきさっぽろ メグ .　アールジー

こと

う　ま と かた

せ お うで おお うご

おお

て

たいせつ
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