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キッズパーク

ユメスポキッズをご覧の皆さん、こんにちは。日本女子競泳の寺川綾

です。学校で水泳の授業があると思いますが、皆さんは泳げますか？

私にとって水泳の一番の魅力は、心と体のリフレッシュが共に出来る

ところです。水の中を泳ぐって気持ちいいですよね。もちろん、大会

が近づくと楽しいとばかりは言っていられません。常に目標や目的を

もって競技に取り組み、モチベーションを上げていきます。目標を達

成した時は、自分へのご褒美も大切にし、次につなげています。ロンド

ンオリンピックでは、今までの水泳人生の発表会のような感覚でのぞ

み、女子100m背泳ぎ、女子4×100mメドレーリレーで共に銅メダル

を獲得しました。今後は、世界水泳での金メダルを目標に、色々な大

会でたくさんメダルを獲得したいです。

大会の際は、スタートからの積極性に

注目して、是非応援して欲しいです！

皆さんの夢は何ですか？

楽しみながら夢に向かっていますか？

とにかく色々な経験を積み、輝く未来

に向かって頑張ってください！

巻頭
特集

かんとう

とくしゅう

発行：NPO法人 シーズケーツー
         ユメスポキッズ編集部

［編集部］〒060-0042
札幌市中央区大通西18丁目1番地40号
プログレッシブ・オフィス501
☎（011）640-6000 FAX（011）640-6030
E-mail:info@yumesupo.jp
www.yumesupo.jp
facebook

自分の夢を見つけて、
楽しみながら前に進んで欲しい！
たの まえ すす ほ

じ ぶん ゆめ み

後援：札幌市・札幌市教育委員会

もっ
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を楽しもう！ 

スポ
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3つのキーワード、

「観る・する・支える」
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寺川　綾 日本女子競泳選手  ミズノスイムチーム所属
大阪府大阪市出身

きょうえい せん しゅじょに ほん し しょ ぞく

おお さか し しゅっしんおお さか ふ

スポーツクイズ（締切8月8日）       ユメスポ会員（随時募集）❶ ❷
■募集企画

■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明記してください。）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 ⑪むらっちの体育のツボで取り上げてほしい内容
　〈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
　                       NPO法人シーズケーツー  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！

次号配付日：9月下旬［予定］
じ ごう はい ふ び よ ていがつ げ じゅん

応募要項
おう ぼ よう こう

※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。

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。

第1会場：サッポロファクトリールーム（アトリウム B1）
第2会場：催事場（2条館 B1）
●大人（中学生以上）  900円
　　　　　　　　  ※前売700円
●子供（2歳～小学生）700円
　　　　　　　　  ※前売500円

サッポロファクトリーインフォメーション他、各プレイガイドにて

●お問合せ：ドキドキ!プリキュアハートフルパーク事務局 011-218-2255（平日10:00～17:00）

 

 

  

  
 

 

 
  

 
  
 

 

  
  

  

 
 

 
 

なみ つく

がく しゅう はじ

おお

なみ の さい こう まき

なみ き

2011年　世界水泳選手権上海大会
        　　女子50m背泳ぎ　銀メダル
2012年　ロンドンオリンピック
        　　女子100m背泳ぎ　銅メダル
        　　女子4×100m　メドレーリレー銅メダル
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かい すい

せ およ ぎん

えい せんしゅ けん しゃんはい たい かい

7月20日（土）▶8月4日（日）
１0時～１8時（最終入場17:30）

前売券発売中 7月19日□まで金

うん！

ソプラティコファンタジースクエアサッポロファクトリーを拠点に
活動するアイドル「ルミナリア」
毎週日曜日深夜２５：０５テレビ
番組TVh放送「ＢＢＲ」出演中！

札幌市手稲区富丘3条2丁目 国道5号線沿い
TEL.011-686-0700

7月2
5日 夏休

みオープン！

夏休み
無料体験
実施中！

研修生
募集中

ソプラティコファンタジースクエア  サッポロファクトリー店
キッズパークとスクールが融合した道内初のエデュテインメントスペース

KIDS
スクール

夏休み無料体験実施中！

♥ス
トリー

トダンス

（今
人気の

ストリー
トダンス）

♥アイ
ドルダンス

♥バレエ

♥アク
ロバット

♥チアダ
ンス

月会費 5,250円～
入会金無料
無料体験後 入会者 託児も

できるので
安心して
通うことが
できます。

ファン
タジースクエア手稲店

札幌市中央区北２条東４丁目１番２サッポロファクトリーレンガ館１Ｆ
TEL.011-206-1160
http://www.sopratico.com/
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ひと じ

かんせつ じ ぶんこん かい

しぶんとくちょう

からだには人それぞれにいろいろな特徴があります。みんなは自分のからだのことをどれくらい知っているかな？

今回のテーマは関節のやわらかさです！自分のからだをチェックしてみましょう。

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）

はや

おお

ちゅうい

しり きん にく おお つか かた ひじ ま かる

おお ふ わき

ちから

てかべ あ うし

ちから

はし ひつよう

だい つか かべ て あ さ

しゅんぱつきん

速く走るためには、瞬発筋をきたえることが必要
です。台を使って壁に手をついて、かかとの上げ下
げをします。スタートダッシュの力もつきます！

ももとお尻の筋肉を大きく使えるようにトレーニ
ングします。壁に手をつき、ももを上げてから後ろ
に大きくおろします。

肩の力をぬいて肘を曲げて、軽くこぶしをにぎりな
がら大きく振ろう！脇をひらかないように注意
しよう。

今回は、速く走る方法を紹介するよ。学校のグラウンドや公園などで、
たくさん走って練習してね！このコーナーは動画でも見
れるよ。動画だと更に分かりやすいから是非見てね☆→

2
かた おぼ

31
うで

むらっち
ボクがボクが

です！です！

し
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 

 どういん 

たいいく たの

とど

よしのぶ せんせい
これからテストを7つ紹介します。それぞれのテストが

できたら1点として合計点をだしてみてください。

しょうかい

てん ごう けい てん

て ひざ こし ひじ

手を写真のように折り曲げて、

親指をつけてみましょう。両方

やってみてください。

て おしゃしん まげ

りょうほうおやゆび

立ったときの膝をみて下さい。

写真のように明らかに反り返っ

ているようなら1点です。両方

みてください。

た ひざ くだ

あき そ

てん りょうほう

かえしゃしん

前屈してみてください。手のひら

がべったり床についたら1点です。

ぜんくつ て

てんゆか

かた あし こ かん せつ

肘を伸ばしてみてください。

写真のように反り返るようなら

1点です。両方みてください。

ひじ の

そ かえしゃしん

てん りょうほう

写真のように背中で手を組んで

みてください。しっかり組めます

か？両方やってみてください

しゃ しん せ なか て く

く

りょうほう

かかとを付けた状態でしゃがめ

ますか？

じょうたいつ

写真のように両足を真横に向け

て膝を伸ばしたまま立ちます。

できますか？

しゃしん りょうあし ま よこ む

の たひざ

以上7つのテストです。それぞれのテストで

できたら1点。両方あるものは片方出来たら

0.5点で合計を出してみてください。合計が

4点以上の人は特に関節がやわらかいとい

うことになります。関節がやわらかいとい

うことは、運動をしている人にとっては有利

になることが多いのですが手放しでは喜べ

ません。それは大きな怪我をする可能性が

高くなるからです。この関節のやわらかさ

はうまれもったものなので変化していくこ

とはほとんどありません。今回のテストで

関節のやわらかさが分かった人の中で、運

動をしている子は怪我の予防のためにスト

レッチをしましょう！ストレッチについては

前のユメスポから探してみてね！
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情報提供：ジュン スポーツクラブ
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必要な筋肉をきたえる
ひつ よう きん にく
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さい ご ぜんりょく はし

おも じっ さい はし

腕をはやく動かして、地面を踏みこむイメージで
だんだんスピードをあげていきます！最初は競歩
からスタートをして、後半はダッシュで走ります。

4 競歩からダッシュ
きょう ほ

地面をけるように手を大きくふり、大きくスキップ
します！走る時も自然に大きな歩幅で走れるよう
になります。

5 大きなスキップ
今まで練習したことを思いだして、実際に走って
みよう！最後まで全力で走ろう！！

6 実際に走ろう
じっ さい はしおお

トレーニング 腕のふり方を覚えよう

ユメスポキッズ（速く走る方法編）

かんしゅう たきうち としろう

せいけい げ か いんちょう

せんせい

●繰りかえし練習することがとても大事です！●

上
げ
下
げ
す
る

上げる

後ろにおろす

腕は大きくふる

徐々にスピードアップ

スキップから

大きくジャンプ

ここが
ポイント！

力いっぱい走ろう！！

あ

あ

うし

おおじょじょ

うで おお

はしちから

さ

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

保育園時代に体操を始める。2008年北京五輪体操日本代表に選出。
北海道出身の男子では初の五輪体操選手となった。北京五輪決勝団体では、
4種目にエントリーし日本の銀メダル獲得に貢献した。2011年11月3日
　　　　　　　　現役引退。現在は指導者として活躍中。

スペシャ
ル

ゲスト

え  ぞ とらむかし すくう さい

ちゅう ゆうしゃ おそ げんだいこじくうつひめちから じゃきたち

じゃき こども もど き おく ゆうしゃ たお

わな し  か じゃき まま て ひめ へいわ と もど

うしな

ゆうしゃたち てんせい

ひめ すく

たたかびしん ひめ

■集合場所／北海道開拓の村  札幌市厚別区厚別町小野幌50番地1
■集合時間／16時  ■開始時間／17時30分～
■夕食／ジンギスカン 19時～20時30分  ■駐車場／無料
※帰りの公共の交通機関が時間外の為、自家用車を使用してください。
■参加費用大人／3,000円　子供：2,000円（食事付き）
　定員：親子15組  30名

■日    程／7月27日（土）・8月3日（土）

クラス紹介

他にも上級クラス・育成クラス・
選手クラスがあります。

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

水

ジュン・ハート厚別西
ジュン・ハート東札幌
ジュン・ハートムーブ
もご利用下さい。

詳しくはお気軽に
お問い合わせください。

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。

児童デイサービスジュン・ハート
（ 児 童 発 達 支 援・放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス ）

■旅行企画・実施
株式会社近畿日本ツーリスト北海道
〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 日通札幌ビル6階
（北海道メイトセンター） 観光庁長官登録旅行業第１８８５号
※ご案内とお断り：詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしま
　すので事前にご確認の上、お申込みください。

札 幌 支 店 ☎011-221-5489
■お申し込み・お問い合わせ
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札幌市豊平区豊平3条4丁目1-31 ［営業時間］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
☎011-811-6030 FAX 011-811-6040

楽しいので
運動が好きに
なります！！

その他にも多数のコーチ達が楽しく
新体操を指導しています。

●ティンカーベルBコース
　 3～5歳〈年中小〉
●ティンカーベルAコース
　 5～6歳〈年長〉
※上記の他にも中級・上級・スーパー上級・育成・選手コースがあります。

コース紹介  定員 各16名

初級・幼児
●アリスBコース
　 小1～4年
●アリスAコース
　 小3～中3年

初級・小中学生

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25年以上の一文字恵美
ヘッドコーチが優しく指導してくれます。

1.つま先、足首、股関節の柔軟など、全ての関節の運動をします。
2.ブリッジ、倒立、手押車　3.２人組で腹筋、背筋　4.ランニング
5.リボンを使って曲に合わせて踊ります。

上記1～4 基礎トレーニングは児童でも行います
5.ボールの投げ、つき、ころがしなどを行い曲にあわせて踊ります。
6.ロープでかけ足とび、２重とび（時間によって内容変更あり）

Vol.3 短期教室に集まれ！｛初心者大歓迎｝

をつくろうプロジェクト

●オフィシャルサポーター／ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
マイクライメイトジャパン株式会社

かぶ しき かい しゃ

かぶ しき かい しゃ

●協力していただいてる会社／マンハッタンストア、THIRD EYE
きょうりょく かい しゃ

キッズカーリング体験会開催！
たい けん かい かい さい

はーちゃんズキッズメンバーの
練習風景を見る事ができます！
れんしゅうふう けい み こと

「AKB48・2013真夏のドームツアー～まだまだやらなきゃ
いけないことがある～」が７月３１日札幌ドームで行われます。
みんな見に来てね！

ま

さっがつ にち ぽろ おこな

み き

なつ

し

かぶしきかいしゃ
どうぎんカーリングスタジアム
マイクライメイトジャパン株式会社

かつどう しょう

りょう

こう

さん しゅつ はい しゅつ りょうひょう

でん き し よう りょう

すい

い どう

い

ごう けい はい しゅつりょう

どう

じ

ち か てつ

どう しゃ

どう し よう りょう

もく はい しゅつりょう

がつ がつシーオーツー
クラブ活動で生じる
CO2の量は!!（2月～6月）

今日の
ミッション

きょうはーちゃんズキッズはカーボンオフ
セットモニタークラブとして身近で
できる環境への取り組みをおこなっ
ています。どのような取り組みを
しているかをご紹介します。

み じか

かん きょう と く

と く

しょう かい

★次号、排出量のオフセットの仕方を解説
じ ごう はいしゅつりょう し かた かいせつ

８月３日（土）４日（日）
幼児コース 12：00～12：45
児童コース 13：00～13：45

★夏の短期教室開催★

スポーツフェスタ 2013

幼児
コース

児童
コース

新体操
ニュース

イベントのお知らせ ・・・・・・・・・

日時：7月31日（水）11：00～16：00
会場:札幌市産業振興センター体育実習室
        札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

いろいろなスポーツが

体験できます。

当クラブも参加します！

1.短期教室をご希望の方は、この広告をお持ちいた
　だくと参加費通常3,150円を2,650円に割引します。
2.入会金5,250円が短期教室終了後、当日入会（16:00まで）で0円
   8月中入会（8月31日■16：00まで）で半額土

今回は夏休み、冬休み、春休みに定期的に行っている短期教室をご紹介！
新体操を習ってみたい、体験してみたい方、どなたでも大丈夫。

コーチがそばでアドバイスしますので初めてのお子さまでも安心です。

AKB48グループ
NMB48の7thシングル「僕らのユリイカ」
が発売中！みんなもう聴いたかな？

ぼく

きはつ ばい ちゅう

なまえ　　　　片山  陽加
ニックネーム　はーちゃん
AKB48チームB 所属
　　   ユメスポキッズ
　　        イメージキャラクター

かた

しょ ぞく

やま はる か

祝
総選挙
34位！
ネクスト
ガールズ

み むすめ たの

し せつ しょう かい こた せん じつ あざ たのい

いところたかものぜん ぶ わたし

きょう ふ しょうわたしわたし

こわみずか い し き

すべ だい わたし ほ どう きょう ひと ちが

こと ば わたし ふる た

とき かなら と わたし

みわたしがらぬせいすべはん

あさ れん しゅ じん こう く ちょう ほ か ぞく みんな たの ため

ぶん は

み こころ つぶや なき あん ぜん そう ち み ひとり あん しん

ちょう こう しょ

すご

こう ふん ぎ み よう す

い とお

札幌市豊平区月寒東1条8丁目
（地下鉄東豊線 月寒中央駅 徒歩約5分）

さっ ぽろ し とよ ひら く つきさむひがし じょう ちょう め

ち か てつ とう ほう せん つきさむちゅうおうえき と ほ やく ふん

■主　　催　特定非営利活動法人シーズケーツー

■体験内容　①カーリングのルール説明
　　　　　　②基本動作の説明
　　　　　　③ミニゲームの実施
■募集定員　各回30名
■参 加 費　500円（保険代含む）

■対　　象　小学生

■指 導 者　札幌カーリング協会

■開催日時　①7月26日■ ②7月30日■ ③8月1日■

　　　　　　 ④8月8日■ ⑤8月27日■ ⑥9月5日■

■場　　所　どうぎんカーリングスタジアム

しゅ

たい けん ない

さい えいとく てい ひ

よう

り かつどう ほう

せつ

き ほんどう さ せつ

じっ し

めい

めい

じん

ぼ

さん

たい

し

かい

ば しょ

さい にち じ

どう しゃ さっ ぽろ きょうかい

しょう しょうがく せい

か ひ えん ほ けん だい ふく

しゅう てい いん かく かい めい

（14:00～16:00） （14:00～16:00） （14:00～16:00）

（15:00～17:00）（17:00～19:00） （17:00～19:00）

お申し込み先／NPO法人シーズケーツー ユメスポキッズ編集部
TEL.011-640-6000（火～金 10:00～16:00）FAX.011-640-6030

もう こみ さき ほうじん へんしゅうぶ

かなら さん か にってい し くだ

メール info@yumesupo.jp ※必ず参加したい日程をお知らせ下さい

ライブ情報
じょう ほう

かい  じょう さっ

じょうほう くだ

こうしき

ねん ま なつ とくせつ

ぽろ にっ てい ねん がつ にち すい かい じょう かい えん

はつ といあわばいもと
●発売元／laugh out loud! records  ●お問合せ／http://www.nmb48.com/

募集シリーズ第2弾

2013.8.17[sat] 8.18[sun] 調査開始

イープラス http://eplus.jp  前売￥2,500・当日￥3,000／小学生 前売 1,500円・当日￥2,000
オフィシャルサイト  募集.biz
主催・企画  株式会社coicoi NPO法人シーズケーツー
お問い合せ  011-213-1168（coicoi） info@coi-coi.com

チケット
発 売中

好評のうちに終了した募集シリーズ第1弾『勇者募集』早くも第２弾の開催が決定！
その名も『名探偵募集』！！実際の探偵事務所監修の元、探偵に必要なスキルを試す様々な試練を用意！
あなたはこの難解な事件を見事解決し、名探偵になれるのか？！

「聞き込み」「張り込み」時には「尾行」も行いながら、探偵に必要な観察力、注意力、記憶力の３大力を十分に発揮。難関な
謎を解き明かし、誰よりも先にミッションクリアを目指す体感型ゲームです。※少年探偵は少年探偵団リーダーXからヒントをもらおう。

  項    目　　　　　ＣＯ２排出量

電気使用量　　　２００．７（㎏-CO2)

水道使用量　　　    ０．４（㎏-CO2）

移動（自動車）　　 １９．２（㎏-CO2）

移動（地下鉄）　　   ０．３（㎏-CO2)

合計CO２排出量　  ０．２２（ｔ-ＣＯ２）

CO２算出表（ＣＯ２の排出量は？）

※1tのCO2は、杉の木約714本

　が１年間に吸収する量と同じ位です。

会場：札幌ドーム  日程：2013年7月31日（水）  開場：16:00  開演18:00
●チケットの情報はHPをチェックして下さい。

AKB公式HP　http://www.akb48.co.jp/
2013年真夏のドームツアー特設ページ　http://wwwakb48.co.jp/page/dometour2013/

金

木 火 木

火 木

すぎ き やく ほん

ねんかん きゅうしゅう りょう おな くらい

●リンクを冷やすのに電気量が
　多くかかる！
●自動車より地下鉄の方がＣＯ２
　排出量が少ない！
●球体にすると直径
　10ｍ位なので、
　結構大きい！

ひ

じ どう しゃ ち か てつ ほう

はいしゅつりょう すく

きゅうたい ちょっけい

くらい

けっ   こう おお

でん き りょう

おお

探偵コスプレ参加大歓迎！ ※会場には更衣室等はございませんので、ご了承ください。

札幌の街を舞台に「リアル探偵ごっこ」を開催！

会場 中島公園START  1部 10:00～ 2部 15:00～

きょうりょく

協力



あ

した じき あたら もの

か

しゅくだい しゅうちゅう はや お

勉強にB2の鉛筆を使えば、

テストで100点も

夢じゃない！

－ 7－－ 6－

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

4月14日～5月14日

生まれ

女子はフリルの水着、

男子はオレンジの

海パンで海へGO！

あか
6月15日～7月16日

生まれ

下敷を新しい物に

変えてみて！

宿題も集中して早く終わるよ

みずいろ

7月17日～8月16日

生まれ

ハート型の石を見つけて、

夜に靴の中に入れておこう。

願いがかなうよ☆

ピンク

12月16日～1月14日

生まれ

月に向かって手をかざして

みよう！好きな子と

楽しい会話ができそう☆

きみどり
1月15日～2月12日

生まれ

大好きな音楽を

イヤホンで聴いたら、

一日気分爽快！！

みどり
2月13日～3月14日

生まれ

運動のときは水色の

タオル使って、

達成感を感じよう！

3月15日～4月13日

生まれ

イルカのマスコットを身の回り

に置いておこう。読者プレゼント

当たっちゃうかも☆

8月17日～9月16日

生まれ

青いコップで

お水を飲んだら、

探し物がみつかるかも！

きいろ あお
10月18日～11月16日

生まれ

女子は☆マークのヘアピン、

男子は蛍光イエローの

靴下で大人気間違いなし！

オレンジ
11月17日～12月15日

生まれ

神社でお守りをGET！

いつでも君を守って

くれるよ★

むらさき

5月15日～6月14日

生まれ

長～い虫取り網で

蝶 を々GET。自分の欲しい

物もGET出来そう！

しろ

じょ し みず ぎ

だん し

かい うみ ゴー

なが むし と あみ

ちょうちょ ゲット

ゲット

じ ぶん ほ
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べんきょう えん ぴつ つか

ゆめ

がた いし み

よる くつ なか い

ねが
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がつがつ にちがつ

いろ・うら・ない

にち がつ にち がつ にち

うう

にち

がつ にち がつ

う

がつ にち がつ にち

う

がつ にち がつ にち がつ にちがつ にち

がつ

キミのカラーは？誕生日でみつけてね♪
たん じょう び

か か かがつ

う

う う

がつ にち

う

す

たの かい わ

こ

つき む て だい す おん がく うんどう みず いろ

お どく しゃ

み まわ

つか

たっせいかん かん

き

いち にち き ぶんそうかい

あお

みず の

さが もの

じょ し

だん

くつ した だい にん き ま ちが

し けい こう きみ まも

9月17日～10月17日

生まれ

もん

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！

ぜん せい かい
かた

試合の勝敗を決める、最後の得点のことを何という？

①ネクストポイント　②ポイントマッチ　③マッチポイントQ.1
し あい しょうはい き さい ご とく てん なん

Q　映画を見てみんなに感じてほしいこと

A　主人公のマイクは、もともと小学生のころからモンスターシティの最恐の“怖がらせ屋”になりたい

      夢を持っています。夢をかなえるためにあきらめないマイクの姿を是非、この映画を見て感じてほ

     しいと思いました。

Q　ユメスポ読者へのメッセージ

A　僕がディズニー・ピクサーに入ったきっかけはモンスターズインクを見てピクサーの創る心あたた

      まるストーリーにほれ込んだ事。そして子供の頃から絵を描くこと、映画を見る事が大好きで両方

      叶う事ができるアニメーションの世界に入りたいと思ったことでした。みんなも自分が幸せになれ

      るものを見つけてください。そして、それが仕事にできたら一番、幸せなことだと思います。

えい

どくしゃ

しゅじんこう しょう さい

ぼく

こ

かな こと せ

み し ごと いちばん しあわ おも

かい はい おも じ ぶん しあわ

こと こ ども ころ え か えい が み こと だい す りょうほう

はい み つく こころ

おも

きょう

ゆめ も ゆめ すがた ぜ えい が み かんひ

こわ やがくせい

が み かん

Q.3

テニスや卓球、バレーボールなどで、攻撃側から最初の球を

打ち込むことを何という？

①サーブ　②ブロック　③ボレー

むずかしさ

レベル
1

むずかしさ

レベル
3

ぜん

くわ

もん わ ひと おう

へんしゅう ぶ おう ぼ

ぼ よう こう

おう ぼ よう こう み

き にゅう うえ

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！

（詳しくは8ページの応募要項を見てね！）

※お寄せいただいた個人情報は編集部にて厳重に管理し、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。

●スターティングポール ●フラワーウォール ●なわなわウォール

感覚をつかもう！頭の中でイメージしよう！まずは勇気を持とう！

プレゼント提供：ウォルト ディズニー スタジオ

こたこた わわ

みんな答えは分かったかな？

たっきゅう

う こ なん

こう げき がわ さい しょ たま

野球用語で投手を交代させることを何という？

①スイッチ　②中継ぎ　③エース

や

なか つ

きゅう ごよう こう たい なんとう しゅ

Q.2むずかしさ

レベル
2

近藤  憲次郎 院長 平日5：30からは予約不要

札幌市手稲区星置１条２丁目１ ☎011-686-0808 札幌市清田区清田3条2丁目12-7 ☎011-884-0930

■診療科目　歯科・矯正歯科・小児歯科

歯の悩みや虫歯のことなど、
まずは気軽にご相談ください。

患者様ひとり一人に
最適で最新の治療を。

小川　隆宏 院長

お電話にて御予約を承っております お電話にて御予約を承っております

昼休み
なしで
診療！!

●診療時間

●休診日

●診療科目　歯科・矯正歯科・小児歯科
平日／朝10:00～夜8:00
土日／朝9:00～夕方5:00
祝日

（5:00～5:30 受付準備中）

矯正相談無料矯正相談無料 キッズスペース完備キッズスペース完備
お子様づれでも安心！！

月・火・水・金
夜8時まで
受付

★

お子様づれでも安心！！

キッズ
スペース
完備

キッズ
スペース
完備

赤ちゃんのベッド

クーファン
完備

クーファン
完備

Vol.05

は
監修：小川 隆宏先生
         （星置駅前歯科クリニック院長）

かんしゅう お がわ たか ひろ せん せい

しほしおきえきまえ か いんちょう

ユメスポ読者の方からのお口の中に関する質問に、
星置駅前歯科クリニック院長の小川先生にお答えいただきました

どく

せん せい こたしほし おき えき まえ か いん ちょう お がわ

しゃ かた くち なか かん しつ もん

子どもには原則として、手用歯ブラシでの歯磨きをお勧

めします。最近は、電動歯ブラシも前後運動などの単純

な動きのほか、回転運動など細かな動作ができ、すみず

みまで磨くことが出来るようになりました。しかし、まだ

手用のブラシに比べて大きく重いうえ、価格も高価で

す。どうしても電動歯ブラシを用いたければ、手用歯ブ

ラシを充分練習した後で、保護者の方が仕上げ磨きに使

用されると良いでしょう。

A:

子どもが電動歯ブラシを使いたがります。
小学生ではまだ早いでしょうか？

こ でん どう は つか

しょう がく せい はや
Q1:

口が常に開いている状態ですと口の中が乾燥し、殺菌・浄化の役割を果たしている唾

液も乾燥により減ってしまいます。唾液の量が少なくなると、むし歯のリスクが高まっ

たり、歯肉炎を助長したりするので問題です。本来呼吸をしている鼻は、空気中の菌や

ウイルスを取り除くフィルターの役割をしています。口呼吸では、それらが取り除かれ

ず体内に入ってしまう為、全身的な病気にもなりやすくなります。口がポカンと開い

ている原因として、鼻づまりや口唇閉鎖力の低下があげられます。口唇閉鎖力の低下

は、既に歯並びに影響が出てしまっている場合もありますが、歯医者さんで行うト

レーニングで状態が良くなる場合もありますので、一度相談されると良いでしょう。

A:

くち なか びょう き しん ぱい

こ くち あ こ きゅう くち おこな

Q2:うちの子は口をポカンと開けるクセがあり、呼吸も口で行って
いるようです。口の中の病気になるのではと心配しています。

？？？
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えき かんそう
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と
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のぞ くち こ と のぞ

ばあい いち ど そうだん よじょうたい よ

ため ぜんしん

てい か てい か

すで は なら えいきょう で ば あい は い しゃ おこな

てき くち あ

はな こうしんへい さりょく こうしんへい さりょく

びょうき

やくわり

もんだい ほんらい はな くう きちゅうこきゅう

きゅう

きん

へ だ えき すく ば たかりょう

あ じょうたい くち なか かんそう ださっきん じょう やくわり はか

じん じゃ まも ゲット

ちゅう せん めい さま

抽選で2名様に!!!
「モンスターズ・ユニバーシティ」の制作に携わった
PIXAR キャラクターデザイナー クリス・ササキさん
の直筆イラスト色紙とTシャツを2名様にプレゼント！

ピクサー

じき ひつ しき し めい さま

せいさく たずさ

なつ

編

てん

［予約定員制］TEL.011-826-3066
札幌市白石区東札幌2条2丁目3-26
クライミング・ランド のぼのぼ

下から見上げた時と、
上から見降ろした時の
「実際の高さの感覚」を
感じ取ることがこのス
タート時点で大切で

す。それさえできればもう怖くありません。自信を
持ってポールに抱きつきゆっくりと降りていきま
しょう。

ホールドの位置や傾き
をよく見て覚えておい
て、動き方（登り方）を
あらかじめ頭の中に描
いてからスタートした

ほうがスムーズに登れます。手と足の位置や手足
の運びの順番、実際の指のかけ方やつかみ方、自分
の手足の届く範囲にも注意しながら登りましょう。

太くて頑丈そうなロー
プが壁から顔を出して
いるコースなので、「一
見すると簡単そうに見
える」でも「やってみる

と顔の近くにある手はつかみやすいけど、足はそう
簡単にかからない」手足の感覚を大事にして少し
づつ足元確かに攻略していきましょう。

体力

バラ
ンス

技術

気力 知力

体力

バラ
ンス

技術

気力 知力

体力

バラ
ンス

技術

気力 知力

※ご利用の際は、事前に電話予約をお願いします。（受付時間は営業日の10時～20時）

体育が苦手な子も好きな子もみんな集まれ!

待っている！

30のアトラクション

コースがあなたを

のぼ

高橋 るちあ先生

のぼのぼ
チーフインストラクター

のぼのぼ 検 索

さぁ！
体を動かす事から
始めよう！

多目的エンターテインメント型アトラクション

勇気 イメージ 感覚

夏休み期間中
ユメスポご持参で
100円引き
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3D/2D  ロードショー

大ヒット

公開中！

せい

らいさつ へんしゅう ぶ

さく たずさ ピクサー

「モンスターズ・ユニバーシティ」の制作に携わったPIXAR キャラクター

デザイナークリス・ササキさんが来札！編集部がインタビューしました。

アートの

キャラクター

制作を担当！

突撃 レポ 5編集部
へん 

  しゅう
  ぶ




