
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」
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スポーツニュース
つどーむ
（札幌市スポーツ交流施設 コミュニティドーム）

札幌市の施設紹介❼
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・住所：札幌市東区栄町885番地1　
・問い合わせ先：電話011-784-2106
・施設利用時間等、詳しくはホームページをご覧ください　
財団法人札幌健康スポーツ財団　http://www.shsf.jp/

　この施設では、小中学生向けに「さっぽろ・アス

レティクスアカデミー」を開催しています。陸上400

ｍ走にて3回のオリンピックに出場した、高野進さ

んが監修したプログラムで『走る・跳ぶ・投げる』の

運動を柱とした、すべてのスポーツに通じる基礎運

動教室です。

　まずは、体を動かす事の素晴らしさを

体感してもらう事が狙いですが、参加し

た方からは、走るフォームをきちんと教

わったことで、「早く走れるようになった」

「リレーの選手に選ばれた」と喜びの声も。

また、運動を通してコミュニケーション能

力が高まり、学校は違ってもたくさんの

友達ができる場にもなっています。

　さっぽろ・アスレティクスアカデミーで

は、新年度開催のスクール生を募集して

います（定員に限りがございます）。詳し

くは下記お問合せ先までご連絡下さい。

女子バレーボール選手（プレミアリーグ・東レ・アローズ所属）
東京都八王子市出身。
2003年、高校生の時に全日本代表に選ばれる。2004年、アテネオリンピック
出場。2008年、北京オリンピック出場。
ワールドカップ出場や、Ⅴリーグ新人賞、Ⅴ・プレミアリーグで数々の賞を受賞。

　皆さんこんにちは。女子バレーの木村沙織です。昨年の11月にFIVB

ワールドカップバレーボール2011女子札幌大会が北海きたえーるで行わ

れたので、皆の住む札幌に私も行きました。応援に来てくれた人もいる

かな？

　私がバレーボールを始めたのは、母がママさんバレーをしていたので、

その影響を受けたのがきっかけです。子どもの頃から、毎日厳しい練習

に耐えてこられたのは、やっぱりバレーボールが好きだし、楽しいから。

スポーツに限らず、何か一つの事を長く続けるには、やはり楽しむ事が大

切だと思います。バレーボールは、一人でするスポーツではないので、チー

ムワークがとても大切です。仲間を信じ絆が生まれ、チームが一丸となる。

そこがバレーボールの良さだと思います。

皆もバレーボールの試合を観る時、選手

全員が必死になって白いボールを繋いで

いるチームワークの良さに、是非注目して

観て欲しいです。

　今後の目標は、Ｖリーグ優勝！ そしてオリ

ンピックに出場することです。私も目標に

向かって頑張りますので、皆も笑顔を大切

に、大きな夢に向かって頑張って下さい！

木村 沙織
き     むら        さ    おり

キミも
スポーツ

で

輝こう！
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月号
2012年

バレーボールはチームワークがすべて。
チーム全員でボールを繋ぐ姿に注目して欲しい！

ぜん   いん つな　　　 すがた         ちゅう もく　　　　　　   ほ

5/1（火）・2（水）・3（木・祝）　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
5/4（金・祝）・5（土・祝）・6（日）　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
5/22（火）・23（水）　プロ野球日本生命セ・パ交流戦
　北海道日本ハムファイターズvs横浜DeNAベイスターズ
5/25（金）・26（土）　プロ野球日本生命セ・パ交流戦　
　北海道日本ハムファイターズvs中日ドラゴンズ

【野球】

【サッカー /Jリーグディビジョン1】
5/12（土） コンサドーレ札幌vsFC東京

(平成24年4月10日現在） ■札幌ドーム情報
スポーツイベントカレンダー

巻頭
特集

かんとう

とくしゅう
2012 
ロンドンオリンピック
世界最終予選 
みんなで応援しよう!

せ かいさいしゅう よ せん

おうえん

小学生になったら、早く「補助なし自転車」に乗りたいよね???
まだ乗れない君には、この自転車がおススメ。はじめはペダルなし
でバランスをとる練習をしよう。何回か乗ってバランスをとれるよ
うになったら、お父さん＆お母さん（自転車屋さんでも）に、ペダル
をつけてもらおう。そして勇気を出してペダルをこいでごらん。
あっという間に「補助なし」に乗れるようになるよ!!
オートバイみたいにカッコイイ から、もう「補助なし」に乗れる君に
も、もちろんおススメ。札幌では手稲区の「みやたサイクル」に置い
てあるから、見に行ってみよう!!

!"#$%#$&'()

小学１年生におススメの自転車だよ!

日本総代理店：NicoRide（ニコライド）　神奈川県逗子市新宿3-5-8
TEL&FAX：046-872-9140　E-mail：info@nicoride.jp　HP：http://rennrad.jpお問い合せ

簡単に「補助なし」に乗れるようになる!　
　　　オートバイみたいにカッコいい自転車!!

－ 1－－ 8－

■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（スポーツクイズはその答えも、クライミング体験会は日時をご指定ください） 
　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
〈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
〈F A X 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はーちゃんズ第一エントリー（締切5月31日）
❷ユメスポ会員（随時募集）
❸スポーツクイズ（締切5月15日）

❹スポーツ鬼ごっこ大会（締切5月31日）
❺親子スポーツクライミング体験会（締切5月31日）

応募要項

次号配付日：6月上旬［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。

じ ごう はい ふ   び がつじょうじゅん     よ てい

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。
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おう ぼ よう こう

らくくだ
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情報提供：ジュン スポーツクラブ

みんなの学校の授業でも、必ず跳び箱があるよね。
「苦手だな」「怖いな」と感じている人も、ツボをおさえれば大丈夫。
一つひとつ確認しながら進めていこう！

ボクが
“むらっち”
です！

むらっちの

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。
むらっちに教えてほしい種目のリクエストもOK！（宛先は8ページ応募要項を見てね）

跳び箱
編

ユメスポ大人気コーナー、体育のツボに新キャラクター「むらっち」が初登場！
とっておきの体育のツボを紹介してくれるよ！ よろしくね！！はじめ

まして

むらっ
ちです

！

村重 欣延 先生
（ジュン スポーツクラブ 指導員）

みんなに体育の楽しさを
届けるよ！

むらしげ 

し どういん 

たいいく たの

とど

よしのぶ せんせい

と ばこ

へん

011-884-7000
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

駐車場完備

ジュンスポーツクラブ
http://www.junsports.jp/

クラス紹介 幼児からの体操専門教室

児童デイサービス ジュン・ハート
札幌市清田区北野５条２丁目２-２３ ☎011-887-3333

他にも上級クラス・育成クラス・
選手クラスがあります。

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。

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

リトルクラス
２歳６ヶ月～３歳

マット、跳び箱、鉄
棒などに楽しく取
り組みます。

マット、跳び箱など
能力に合わせて段
階指導をします。

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
●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！

うちの子は
運動が苦手みたい。
大丈夫かしら…？

ジュンスポーツクラブに
おまかせください!
年齢や状況に合わせたクラス
編成とプロの指導でどんな
子も楽しめますよ！ 

遊びの中から運動
基礎能力を引き出
していきます。

苦手な科目を1対1でお子様のペースで
安心して取り組むことができます。

どうぞお気軽に
ご連絡ください。
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まずは、跳び箱を使わず、カエルのように床
で手をついて足を上げる運動をする。開脚
とびに必要な腕・肩・お腹の力をつけます。 

跳び箱を使用して、座らずに手をついて足を
のせることによって腰の位置が高くなり、より
一層開脚とびの姿勢に近づきます。

実際の形に近づけて手をついて足を開いて
のってみる。

目線は手と手の
間を見る。 のった後、ジャンプで

おりる練習をしておくと、
着地のケガ防止に。とびのり 開脚のり

手を遠くにつくことをしっかり確認します。
目印に赤いテープなどをつけて自然に手がつ
けるように練習します。

実際に小さな跳び箱や台をとびこします。
肩の体重移動と跳び箱のつきはなしを意識し
ながら練習します。

徐々に段数を増やして練習していき
ます。焦らずに一つひとつ確認しな
がらとんでみましょう。これで完璧！

１段とびこし 開脚とび

カエル支持

１ 2 3

4 5 6

準備運動
の
ツボ

着手位置

むらっちの
注目
ポイント

次回は「鉄棒編」を予定して
います。お楽しみに～!

からだのしくみ No.6

みんなは自分のからだのことをどれぐらい知っているかな？

自分のからだを知ることはけがの予防につながります。今回は足についてみていきます！

この機会に自分の足をじっくりと観察してみてね！

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）

〈見てみよう!〉
●エジプト型

親指が一番長い。

●ギリシャ型

人差し指が
親指より長い。

●スクエア型

指がほぼ同じ長さ。

足
あし

　まずは、足を上から見てみよう。指に注目! 足先のかたちは

3つに分類できます。みんなはどのかたちかな? このかたちは靴を

選ぶときに参考にすると、自分に合った靴を選ぶことができるよ。

日本人の
70～80％

日本人の
10～25％

日本人の
５%

①しゃがみこみ
　足を閉じて、かかとをつけたまましゃがみこみます。転んだらだめで

すよ！ 下の写真のように手の位置を変えてやってみましょう！ 手を頭の

上で組んでしゃがめたら合格です。手を後ろに組んでもできるかな？

〈やってみよう!〉　ここではテストを 2 つ紹介。チャレンジしてみよう！

　これ以外に、親指のかたちを見て下さい！ 左の写真は親指が外

側を向いてしまっている外反母趾という状

態です。親指の付け根の痛みやその他のス

ポーツ障害につながっていくこともよくあり

ます。みんなの親指はどうかな？

　つぎは横から見てみましょう。横から見ると土ふまずがわかります。この、土ふまずがない状態が扁平足。扁平

足は足の裏の痛みやバランス低下、その他のスポーツ障害にもつながっていきます。土ふまずはしっかりあるかな？

足首の柔らかさのテスト

足の指がしっかり動くかのテスト

②足指ジャンケン

　外反母趾や扁平足がみられた
人は、足の指をしっかり動かす
ことが重要です。足指ジャンケ
ンを練習しましょう！
　タオルを足の指でつかんで、たぐりよせるのも効果的
ですよ。おもりをおいてもいいでしょう！
　また、普段はいている靴も大切です。自分のサイズや
足先のかたちに合った靴をはきましょう。

　しゃがみこみで倒れてしまった
人はストレッチをしましょう（左の
写真）。成長痛やすね、膝の痛み
を起こす子は足首が硬いことが多
いので注意しましょう！

〈どうしたらいいの?〉

グー！ チョキ！ パー！

外反母趾

扁平足

じ ぶん し

じ ぶん し よ ぼう こんかい あし

き かい じ ぶん あし かんさつ

み

あし うえ み ゆび ちゅうもく あしさき

ぶんるい くつ

えら さんこう じ ぶん あ くつ えら

い がい おやゆび み くだ ひだり しゃしん おやゆび そと

がわ む がいはん ぼ し じょう

たい おやゆび つ ね いた ほか

しょう

がい

へんぺいそく

はん ぼ し

がい

おやゆび

よこ み よこ み つち つち じょうたい へんぺいそく へんぺい

そく あし うら いた てい か ほか しょうがい つち

がた

おやゆび いちばんなが ひと

おやゆび なが

さ ゆび ゆび おな なが

に ほんじんに ほんじん

あし くびあし くび

あしあし ゆびゆび うごうご

やわやわ

に ほんじんに ほんじん に ほんじんに ほんじん

がた がた

しょうかい

あし と ころ

した しゃしん て い ち か て あたま

うえ く ごうかく て うし く

あし ゆび

がいはん ぼ し へんぺいそく

ひと あし ゆび うご

じゅうよう あしゆび

れんしゅう

あし ゆび こう か てき

ふ だん くつ たいせつ じ ぶん

あしさき あ くつ

たお

ひと ひだり

しゃしん せいちょうつう ひざ いた

お こ あしくび かた おお

ちゅうい

たい にん き たい いく しん はつ とうじょう

たい いく しょうかい

がっ こう じゅぎょう かなら と ばこ

にが て こわ かん ひと だいじょう ぶ

ひと かく にん すす

し      じ

め せん

あと

れんしゅう

ちゃく ち ぼう し

て て

あいだ み

かい   きゃく

い     ちちゃく しゅ だ ん かい   きゃく

じゅんびうんどう

ちゅうもく

し      じ

じゅんびうんどう

と ばこ つか ゆか

て あし あ うん どう かいきゃく

ひつよう うで かた なか ちから

と ばこ し よう すわ て あし

こし い ち たか

いっそうかいきゃく し せい ちか

じっ さい かたち ちか て あし ひら

て とお かくにん

めじるし あか し ぜん て

れんしゅう

じっさい ちい と ばこ だい

かた たいじゅうい どう と ばこ い しき

れんしゅう

じょ じょ だん すう ふ れんしゅう

あせ ひと かく にん

かんぺき

じっさい ため かんそう よ

おし しゅもく あてさき おう ぼ ようこう み

じ かい てつぼうへん よ てい

たの
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　2月18日（土）イーアス

札幌で、「ウガンダ孤児院

建設プロジェクト」を応援

するチャリティーイベント

が行われました。ウガン

ダの子ども達へのメッセージ企画、「木工スクラッチホル

ダー制作」に参加してくれた方は、メッセージの中にアー

トやゲームを取り入れ、どれも素敵な作品に仕上げてい

ました。このスクラッチホルダーは、ウガンダの子ども達

のもとへと届き、そして返事が返ってくるシステムになっ

ています。会ったことのない外国

の子と、こうやって繋がることが

出来るって不思議ですよね。最後

に、会場の皆さんと一緒にイベン

トテーマ曲「one-earthつながる想い」を唄い、みんなが

繋がる素敵な時間を過ごしました。

イベント
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　３月３日・4日、大通公園７丁目で様々な冬季スポーツが気軽に楽しめるイ
ベントが開催されました。ほうきを使った長靴ホッケーや女子サッカーのノ
ルディーア北海道の選手と一緒に雪中サッカーをしながらのアイスクリー
ムづくりなど
おもしろいプ
ログラムが、
いっぱいでし
たよ！

　２月２５日と３月４日、北海きたえーるとつどーむの２会場にて小学生ドッ
チボールの大会が行われました。本気で勝負
に挑んでいる子ども達の姿、そしてチームワー
クの良さに驚かされました。

▲カーリング疑似体験

はーちゃんズ
チームＵ-23

◀高度に組織化された守備体系を持ち、
　複雑な連携プレーを駆使する現代ドッジ ▲雪中サッカー

!
"
#
$

1:8

1:M

「ウガンダ孤児院建設プロジェクト」応援イベント

協力してくれた会社：ソラチ、風船の魔法使い株式会社、りんゆう観光、札幌カーリング協会、フォーマック大谷地店、ＣＲＯＷＮ、
ヤマハ東札幌センター音楽教室・英語教室、Two-five、玉光堂、バービィーズ、スタジオアン、ＮＡＣ札幌店、スポーツクラブＮＡＳ東札幌

「ウガンダ孤児院建設プロジェクト」とは…
アフリカ東部のウガンダ共和国は人口の50％が14歳未満で、子どもの国
と呼ばれています。しかし、エイズという病気で親を失った子どもは100
万人以上いるといわれ、家が無かったり子どもだけで住んでいる家も多数
あります。NPO法人peaceで、そうした子ども達の勉強と職業訓練をか
ねた孤児院を建設中です。

レポート

vol.1ne-earth つながる想い
おも

みんな
で

カーリ
ングチ

ーム

をつく
ろう!

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
大の子供好き！
AKB美術部 部長

はーちゃんズ チームＵ-23が一足先に始動！

キッズメンバーの第一次エントリー開始!!キッズメンバーの第一次エントリー開始!!

●応募の流れ●

●エントリー条件
　小学生であること（4年生以上）
　※カーリング経験の有無は問いません。

●

●活動予定
　・カーリング初心者教室への参加
　・はーちゃんと一緒に練習予定 など

●

エントリー受付について詳しくは8ページの応募要項を見てね！エントリー受付について詳しくは8ページの応募要項を見てね！

　皆さん、前回は「どんなスポーツが好きですか？」を英語にすると「ワッ  スポーツ  ドゥ  ユウ  

ライク」（What sports do you like?）ということを覚えましたね。

　さて今回は「あなたは、どんなスポーツをしますか？」を英語で話しましょう。はい、ご一緒に

「ワッ  スポーツ  ドゥ  ユゥ  プレイ」（What sports do you play?）

　こう聞かれて、サッカーをする人は「アイ  プレイ  サッカー」（I play soccer）、野球をする人

は「アイ  プレイ  ベイスボール」（I play baseball）と答えるんだよ。では、「アイ  プレイ  バリー

ボール」(I play volleyball）ってなにをする人かな？ 「アイ  プレイ  テーブルテニス」(I play 

table tennis）は？ いろんなスポーツをやってみて、自分が一番好きなスポーツを探そうね！
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　2月18日（土）に行われたイベント「one-earth」の

中で、はーちゃんズのユニフォーム＆チームロゴマーク

選考会を実施しました。 

　決定したのはこちら!! 白くまママさんの作品がW受

賞となりました。ロゴマークは、今回のコーナータイト

ルにも早速使っていますよ！ これをもとに、ユニフォー

ム等もつくられていく予定です。お楽しみに！

はーちゃんと一緒にカーリングをしたいユメスポ読者

のみんな、ぜひエントリーしてみてね! 

初心者でも

大丈夫！

この他にも
たくさんのご応募、
ありがとうございました！

ユニフォーム＆
チームロゴマーク決定!!

カーリングのストーンを
イメージした帽子など、
細かい工夫もしてくれました！

あっけ　

りーさ はる

バレーボールの
経験あり
（少し…）

お笑いが
大好き！
モノマネが
得意

運動神経に
自信あり！

　

ストーンが滑っていく
様子が表現された
いきおいのある作品！

キッズメンバー募集

をつくろう！プロジェクト

!"#$%&"'

　キッズメンバーのお姉さんチームができました。カー
リングを広めていくために、これからたくさんのイベン
トにも登場します。もちろんカーリングの練習もがん
ばっていますよ。Ｕ-23vsキッズの対戦も楽しみです！

1.エントリー受付（8ページ応募要項より応募）1.

2.第一回説明会実施（詳細は後日発表）2.

3.はーちゃんズ
　 キッズメンバー正式受付開始
3.

(

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。
今回はカーリングチーム、「はーちゃんズ」のユニフォームとロゴのデザインを発表！ 
みんな、たくさんの応募ありがとう。 キッズメンバーの応募も待ってるよ～♪
早くみんなと一緒にカーリングしたいな！

開催日

10：30～12：00（受付10：00～）

北海きたえーる サブアリーナ 先着30名
上履き・飲み物（札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号）

地下鉄東豊線「豊平公園駅」直結

6/16（土）　

お申し込み お問合せ

募集人数

持ち物

会　場

主催：一般社団法人  鬼ごっこ協会北海道支部 8ページの応募要項からご応募ください。 ユメスポキッズ編集部 ☎（０１１）640－6000   FAX（０１１）640－6030
E-mail : info@yumesupo.jp

スポーツ鬼ごっこってなに？
鬼ごっこの基本となる「追う」「逃げる」
は同じだよ。時間内に相手陣地の宝
を多く取った方が勝ちなんだ。運動が
苦手な子でも気軽に楽しめるスポーツ
だよ。

①センターラインを越えて相手陣地に
入りタッチされたら一度自陣セーフ
ティゾーンに戻ると復活できる。②相手
へのタッチは必ず両手で。③宝のサー
クル内には守り鬼は入れない。④敵陣
のセーフティゾーンに入ればタッチさ
れない。

ルール
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スポーツ鬼ごっこ 
ゲームイメージ
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足の速さや頭脳プレイ、
いろいろな戦い方
があるよ！ 親子

スポーツ
クライミング
体験会

クライミングは小さなお子様からご年配の方まで誰でも安心して楽しめるスポーツです。
興味があったけどこれまで一度も登った事のない方、まずは体験クライミングに参加してみませんか？
●開催日　

●体験料金

●定員 各回（①～④）12組

●会場 北海道最大のクライミングジム
スポーツクライミングジム レインボークリフ
札幌市白石区東札幌2条2丁目3-26
（地下鉄東西線「東札幌駅」より徒歩3分）
大人2,000円 子供1,500円［体験用具一式込］
（親子（親1子1）通常体験料金4,500円のところ
ユメスポ特別料金で3,500円）ユメスポ特別料金で3,500円

6/10（日）
6/17（日）

①9:00～10:30 ②11:00～12:30

③9:00～10:30 ④11:00～12:30

主催：ユメスポキッズ編集部主催：ユメスポキッズ編集部

●お申し込み ●お問合せ
8ページの応募要項から
ご希望の日時（①～④）を
ご記入の上ご応募下さい。

ユメスポキッズ編集部
☎（０１１）640－6000   FAX（０１１）640－6030
E-mail : info@yumesupo.jp

TEL.011-817-5009
http://rainbow-cliff.co.jp

レインボークリフでは、ジュニアクライミング
スクールや体験スクールも行っています。
お気軽にお問合せ下さい。

　　　　　   
みんな集まれ～～!!         運動が
得意な子も、苦手な子も

参加
無料

参加者
大募集! 参加

募集

がつ にち ど ワン アースおこな

なか

せんこうかい じっ し

けってい しろ さくひん じゅダブル

しょう こんかい

さっそくつか

など よ てい たの

ほか

おう ぼ

かたやま はるか

しょぞく

だい こども ず

びじゅつぶ ぶちょう

しょ ぞく かた やま

けっ てい

はる か

こん かい はっぴょう

おう ぼ おう ぼ ま

はや いっしょ

だい いち じ かい し

いっしょ どくしゃ

おう ぼ なが

うけつけ おう ぼ ようこう おう ぼ

だいいっかいせつめいかいじっ し しょうさい ご じつはっぴょう

せいしきうけつけかい し

じょうけん

しょうがくせい ねんせい い じょう

けいけん う む と

かつどう よ てい

しょしんしゃきょうしつ さん か

いっしょ れんしゅう よ てい

うけつけ くわ おう ぼ ようこう み

ひとアンダートゥエンティースリー

アンダートゥエンティースリー

あし さき し どう

ねえ

ひろ

とうじょう れんしゅう

たいせん たの

みな ぜんかい す えい ご

おぼ

こんかい えい ご はな いっしょ

き ひと や きゅう ひと

こた

ひと

じ ぶん いちばん す さが

NO P*QR+S-TRUV U*+,W*XYZV[-\VZV

]^

こう ど そ しき か しゅ び たいけい も

ふくざつ れんけい く し げんだい

がつ にち がつ かよっ ほっかい かいじょう しょうがくせい

たいかい おこな ほん き しょう ぶ

いど こ たち すがた

よ おどろ

がつ かみっ よっか おおどおりこうえん ちょう め さまざま とう き き がる たの

かいさい つか ながぐつ じょ し

ほっかいどう せんしゅ いっしょ せっちゅう

せっちゅう ぎ じ たいけん

こ じ いんけんせつ おうえん

がつ にち ど

さっぽろ こ じ いん

けんせつ おうえん

おこな

こ たち き かく もっこう

せいさく さん か かた なか

と い す てき さくひん し あ

こ たち

とど へん じ かえ

あ がいこく

こ つな

で き ふ し ぎ さい ご

かいじょう みな いっしょ

きょく ワン アース おも うた

つな す てき じ かん す

しょしんしゃ

だいじょうぶ

ぼ しゅう
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http://ameblo.jp/aasana22/
AAsana　真理の探究

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。

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

ビッグサイズのピンク
の蛍光ペンで、ノート
をカラフルに元気にし
よう！

大きな筆箱を用意し
て、いつでもお友達に
貸せるようにパンパン
にしよう！

三角の消しゴムを使っ
たら、どこからでも消
せておもしろいよ！
色は黄色でキマリ！

大好きなアニメキャラ
入り下敷きを使うと楽
しく勉強できるはず！

絵の具の種類を増や
して、図工の時間で差
をつけよう！

君はもうシャープじゃ
なくて鉛筆さ。たくさ
ん削って勉強度を確
かめて！

たくさんの色の入った
ボールペンを1セット。
毎日色を変えて使う
とワクワクするよ☆

青・赤・緑の明るい色
で、科目別にノートの
色を揃えよう! 頑張り
度がUPするよ。

おしゃれなグレー（灰
色）一色のはさみを
使ったら、工作の時間
が楽しくなるよ。

新学期のラッキーアイテム「文房具編」
しんがっ き ぶんぼう ぐ へん

新学期のラッキーアイテム「文房具編」新学期のラッキーアイテム「文房具編」新学期のラッキーアイテム「文房具編」
しんがっ きしんがっ きしんがっ き ぶんぼう ぐ へんぶんぼう ぐ へんぶんぼう ぐ へん

4月29日の祝日の名称は？
①昭和の日
②春分の日
③みどりの日

カーリング用語で
“円の的”とは何？
①サークル
②ターゲット
③ハウス

ルールはバレーボールとほ
ぼ同じで、羽のついたボ
ールを素手で打ち合うスポ
ーツは何というスポーツで
しょうか？
①バドミントン　
②インディアカ　
③卓球

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.3Q.2
むずかしさ

レベル
2

むずかしさ

レベル
3

札幌市中央区南1条西6-4-1 ［電話］011-218-6111（音声自動案内）
［URL］http://sapporo.tokyu-hands.co.jp/

札幌の金環日食は
５月２１日の朝です。
●食の始め 6:33 
●食の最大 7:49 
●食の終わり 9:17

「金環日食」とは、太陽正面の中
に月が入る現象。太陽が少しず
つ欠けていく部分日食からはじ
まり、太陽の中心部の前を月が

通るとき金環日食になります。 ※日食を観測するとき直接太陽を肉眼
で見てはいけません。日食観察専用メガネをかけて観察しましょう！

金環日食部分日食

みんな答えは分かったかな？ 全問
分かった人は編集部まで応募してね！
（詳しくは8ページの応募要項を見てね！） 

抽選で10名様に「日食観察メガネ」をプレゼント!!

新体操ミニ知識VOL.7

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
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〈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。

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。

Q：正しい姿勢を保つ方法はありますか？
体幹を鍛える腹筋や背筋がおすすめ。10秒に1回の
ペースで一日10回くらいやってみましょう。腹筋は、
体育すわりで手のひらを膝の上に置き、背中を丸め
ゆっくりと寝ます。その時、手のひらは自然に太もも
を滑らせるように。そして、またゆっくり起き上がり
ます。次回は背筋の詳しいやり方をご紹介します。

一文字 恵美（いちもんじ めぐみ）

●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！
●初心者大歓迎!

札幌MEG.RG クラブ
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　3月25日（日）、きたえーるで札幌MEG.RGクラブの発表会がありました。
幼児から高校生のクラブ生が、日頃の練習成果を披露しました。華やかな

衣装で姿勢良く立つ姿、しなやかな体の動きと表情に、
会場にいた全ての人が魅了されていました。上手に
なりたいと願う心、目標に向かって一生懸命に頑張る
姿、そして何より、自分の力を出し切って演技をする
子ども達の最高の笑顔が印象的でした。

感動です。大成功でした。当日になっ
てすごく上手くなっているのに驚か
されます。本番に強い子供たちです！

今年のテーマは「絆」 －Bonds of friendship－。 !"
#"

ズバリ！ 今回の発表会の出来は？

礼儀正しさや挨拶などマナーが身に
つきますよ。また、粘り強い心が育ち、
何事にも積極的になります。心身とも
に成長するので、自分に自信がつき
明るい子供になります。

!"
#"

新体操はどんなことにいいの？

あきらめないで最後まで頑
張ることです。毎日の積み重
ねが結果に繋がるので、日々
の練習を大切にしています。

!"
#"

日頃の練習で、一番厳しく
指導している点は何ですか？

$%&'()*
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札幌MEG.RG クラブ

クラス       コース   対象年齢  定員

※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。

１日体験ご希望の方は、この広告を
お持ちいただくと、体験料金通常
1,575円を1,050円に割引します！！

幼児 ティンカーベルBコース 3～ 5才 年中少 15名
幼児 ティンカーベルAコース 5～ 6才 年長 15名
児童 アリスBコース 小学１年～ 3年 15名
児童 アリスAコース 小学3年～中学3年 15名
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札幌市東区北１１条東６丁目
●地下鉄東豊線「東区役所前駅」４番出口より徒歩１分スポーツプラザiＢご質問・お問い合わせ TEL.0117537071（代） アクセス

スイ ングミ ダンス
選手を目指すのではなく、
きれいなフォーム習得、健康な身体、強い心、
基礎体力の向上を楽しく学びます

豊かな表現力とリズム感を養い、
健康な身体をつくります

その他、体育スクール、新体操スクール、空手スクール、体育家庭教師もあります。お気軽にお問合せください！

ス ツプポ ラザiＢ 楽しく学べる！でー
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高学年（小学4年生～中学３年生）
週1回（月～金／１６：１５～１７：１５）

未就学（３～６歳）
週1回（火～金／１５：２０～１６：０５）

週1回（月～金／１７：２０～１８：２０）月額 ￥4,620

月額 ￥4,000
※欠席時は振り替え可能。

小学生（１～３年生）

週1回（月／１５：２０～１６：０５）
ベビー（６ヶ月～２歳）
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１日無料体験実施中！
１６：１５～１７：１５ １７：２０～１８：２０

月額 ￥4,620

小学１～４年 小学5～中学3年
火曜日

１０：３０～１１：３０ １１：４０～１２：４０
小学１～４年 小学5～中学3年

火曜日土曜日

※１人２回まで

無料送迎
バス運行中

スポーツプラザiＢの
ポイントレッスン！

かけっこのポイント
❶うでを大きくふろう！
❷ひざを
　前におもいきって
　出そう！
❸上げたあしは
　まっすぐしたに
　つよくおろそう！

　ラグビーとは、フットボールの一種で楕
円形のボールを手で運んだり足で蹴ったり
して奪い合い、ゴールして得点を競う
スポーツだよ。2016年から男女ともに、
7人制ラグビーがオリンピックの正式種目
になるんです。 やったことある人はいる
かな？ 運動が苦手でも、泣き虫でも大丈夫！ きみにピッタリなボジションがきっと
あるよ☆ 家族やお友達と一緒に気軽に参加してみよう！
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●対　象／幼児から中学生までの男女
●場　所／定山渓バーバリアンズグラウンド（南区定山渓569-8）

●と　き／
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5/20［日］平成24年 10：00～12：00
（受付は9：30～）

※運動のできる服装でお越し下さい。 ※飲み物を持参下さい。 ※雨天決行です。
※保護者の方や対象年齢外のご兄弟もお気軽にご参加ください。

申し込み
お問合せ

NPO法人 北海道バーバリアンズ
ラグビーアンドスポーツクラブ
TEL.011-631-3125

検索バーバリアンズジュニア

北海道バーバリアンズは、日本で最大級のラグビークラブです。

楕円のボール＆タックルを
体験してみよう!

昨年はこんなにたくさんの方々が参加してくれました！
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た  い け  ん か  い

友達がたくさん
できるよ～
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さっぽろ メグ アールジー
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