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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」

キミも
スポーツ

で

輝こう！
かがや

寒さに負けない元気号

キャニス キャッフル

1入会金 無料無料 2
※通常5，250円

事務手数料 体験レッスン
※通常3，150円 ※通常1，050円

3
無料体験レッスンを受講後、即日入会で

無料

vol.09

スポーツフィールド キャロット

　ユメスポキッズをご覧の皆さん、女子バドミントン日本代表

のフジカキペアこと、藤井瑞希と垣岩令佳です。私達は、今年

開催されたロンドンオリンピックで銀メダルを獲得しました。

テレビの前で応援してくれた皆さん、本当にありがとうござい

ます！オリンピックという大きな舞台に立ちましたが、特別な

大会とは思わずに、いつもの海外試合という気持ちでのぞみ

ました。そして、モチベーションを上げる為に音楽を聴く！そん

な気持ちの切り替えが良かったのだと思います。

　皆さんは、バドミントンをしたことはありますか？私達は、

二人とも姉がやっていた事がきっかけで始めましたが、今まで

続けることが出来たのは、競技自体を楽しみ、好きになる事が

出来たからだと思います。バドミントンは、メンタルな部分が

プレーに真面に出ます。なので、相手との駆け引きがとてもポ

イントになってきます。そこがバドミントンの魅力でもあり難

しいところです。スポーツを通してプラスになることはたくさ

んあります。例えば、気持ちの切り替えが出来るようになった

り、色々な人と会う事で自分にない考えを学んだり。皆さんに

は是非、楽しみながらスポーツに挑戦して欲しいです！

12月号2012年
ー 発　行 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
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応募要項
おう ぼ よう こう

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。

❶はーちゃんズエントリー（締切1月31日）
スポーツクイズ（締切12月20日）     ミズノビクトリークリニック（締切12月26日）
ユメスポ会員（随時募集）
❷
❹

❸

■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
　〈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！
※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。

※但し、定員になり次第締切ます。

次号配付日：1月下旬［予定］
じ ごう はい ふ び よ ていがつ げじゅん

かき    いわ　    れい      か

垣岩  令佳藤井  瑞希
ふじ     い　       みず     き

女子バドミントン日本代表選手。

（ルネサス　バドミントン部所属）

2011年度国際大会スーパーシリーズ12大会

のうち7度も4強入り

〈2012年〉ドイツオープン　ダブルスベスト4

　　　　  インドオープン　ダブルスベスト4

　　　　  ロンドンオリンピック　ダブルス銀メダル
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スポーツには学びがたくさん。
だから楽しみながら挑戦して欲しい！

まな

たの ほちょう  せん
巻頭
特集

かんとう

とくしゅう

全国で開催しているミズノビクトリークリニックが
札幌上陸!!今回の講師は、北京オリンピック

開催日時

実施場所

1月11日（金）

第1部 11:00～12:00

第2部 13:30～14:30

500円（保険料込）

ミズノビクトリークリニックとは？

ミズノビクトリークリニック  IN SAPPORO VOL.２

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。

平泳ぎ教室イベント内容

参加料

スポーツプラザIB
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

25m泳ぐことのできる小学生
小学4年生～6年生  各部30人
（先着順  下記応募要項を参照してください。）
12月下旬に当選された方のみ参加案内書を
送付します。

イイ音！～の巻
シャトルさ～ん

 オリンピックでも、大活躍だったね！

　 ハイッ

がんばりましたっ！

  うーん･･･

羽を打たれると、ちょっと痛いですねー

ちなみにシャトルは、

アヒルやガチョウの羽を

16 枚とりつけています。

ビシッ！バシッ！と打たれちゃって、

痛くないの？

それに、羽に当たっちゃうと

　イイ音が出ないんです。

そうそう！

真ん中に当たった音は、

スカッとするよね～

おたがい、イイ音ならして、

テンション上げていきましょう！
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参加者
大募集！

ビュンッ！

テニス専用 TEL. 011-815-2510
TEL. 011-815-2518フットサル・

サッカー専用

札幌市豊平区平岸6条16丁目2番65号
（地下鉄南北線 南平岸・澄川駅より徒歩7分）
FAX. 011-815-2512
http://www.web-carrot.com

無料送迎バス有

ジュニアサッカー
スクールもあります

つの無料キャンペーン！！
11/19●〜1/7●までのお申込みに適用となります！月 月3テニス

ス ク ー ル
キッズ・ジュニア

クラス
生徒募集

&
無料体験レッスン
随時受付中

第129期（12/1●～2/1●）土 金

1 テニスシューズ

3ワンレッスン無料券2枚

2 キャロットポイント3,000ポイント分

テニススクール料金（1ヵ月分）
キッズ
ジュニア 初級・初中級
ジュニア 中級・上級
ジュニアトーナメント、
ジュニアスペシャル
ジュニアアカデミー

選
手
ク
ラ
ス

5歳～小2

小3～中学生

小3～中学生

小3～高校生

小学生～中学生

5,250円

6,300円

6,925円

9,450円

9,450円

キッズ・ジュニアクラスコーチ

僕も小学校1年生からテニスを始めました。
みんなも今からテニスを始めませんか？
一緒にテニスが出来るのを待ってます！

テニス歴、16年。
H23年度、北海道学生テニストーナメントシングルス優勝。
H23年度全日本学生室内選手権　シングルス3回戦進出。
H23年度　札幌テニス選手権シングルス優勝

前田  浩平（まえだ  こうへい）

さらに 3つの中からお好きな
ものを1つプレゼント！

札幌市出身　札幌大谷高校卒業　

北京オリンピック日本代表

２００M平泳ぎ８位入賞

同種目元日本記録保持者

講師：種田 恵さん

競泳日本代表 種田 恵さん！



情報提供：ジュン スポーツクラブ

たいいく  

むらっちの 倒立前転
編

とう りつ ぜん てん

へん

ボクが

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

こん
にち
は

むらっ
ちです

！

マットで倒立2 倒立から倒れる練習
れんしゅう

3

背倒立からの練習
れんせ とう りつ しゅう

4 カベ倒立からの練習
とう りつ れん しゅう

5 倒立前転
とう りつ ぜん てん

6

1 カベ倒立
とう りつ とう りつ とう りつ たお

1日体験&見学 随時受付中！どうぞお気軽にご連絡ください。 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。

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。

ここが
ポイント！

ここが
ポイント！

片足立ちで傾いてしまった人は、

おしりの外側の筋力トレーニン

グをしましょう！横向きに寝て、

上の足を天井に向かって上げま

す。このとき上げている足は

まっすぐにして上げましょう。こ

の足上げ運動を繰り返します。

次に，骨盤の前傾傾向の人は

ふともも前面のストレッチを

しましょう！！ストレッチの回

（からだのしくみNo.5）でも

紹介した、イスなどに座って

行うストレッチです。

柔軟性テストで膝が伸びな

かった人は、ふともも裏の

筋肉のストレッチをしましょ

う！ストレッチの回などでも

紹介したやり方です。

骨盤が後傾傾向だった人は骨盤歩きをしてみま

しょう！骨盤をしっかりと立て背中もまっすぐにし

た状態で、交互に足を出していき前に進んでいき

ます。このとき背中が丸くならないように注意し

ましょう。

－ 3－－ 2－
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〈どうしたらいいの？〉

股関節・骨盤㈪
こ かんせつ こつばん

〈やってみよう!〉

片足立ち
（お尻の外側の筋力テスト）
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うら じゅう なん せい

しり そと がわ きんりょく

ね

あし の ひざ の

の こつばん こうけい

ごうかく

じょうたい じょうたい てんじょう む

かた ひと

そと

よこ む ね

うえ あし てんじょう む あ

あ

あし あ

あ

うんどう くり かえ

あし

がわ きんりょく

あし た かたむ こつばん こつばん

こつ た せ なか

じょうたい こう ご あし だ まえ すす

せ なか まる ちゅうい

ばん

あるこうけいけいこうこつつぎ ばん ぜん

ぜんめん

かい

しょうかい すわ

おこな

けいけいこう ひと じゅうなんせい

ひと うら

かい

かい かたしょう

きんにく

ひざ の

かたあし た

こつ

ひだり ず あし あげ

こつばん さ

ひと ささ

とく あか こ かんせつ はず

けいけん ひと さ

そと

がわ きんりょく よわ か のうせい

ばん ちゅうもく さ  ゆう たか

いっしょ

ひと じ

がつごう こん  かい こつ ばん きんりょく じゅうなん せい しょう かいこ  かんせつ こつ ばん けい  さい

しぶんとくちょう

からだ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？

8月号で「股関節・骨盤のしくみ」について掲載しましたが今回は「骨盤まわりの筋力と柔軟性のチェック」を紹介するね。

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。

うちの子は
運動が苦手みたい。
大丈夫かしら…？

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

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。

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/

幼児からの体操専門教室

リトルクラス
２歳６ヶ月～３歳
遊びの中から運動
基礎能力を引き出
していきます。

幼児クラス
４歳～５歳

マット、跳び箱、鉄
棒などに楽しく取
り組みます。

児童クラス
５歳～小学生

マット、跳び箱など
能力に合わせて段階
指導をします。

プライベート
レッスン

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。

　●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！ 

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

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！ 

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）

　寝た状態からふとももをかかえた状態へ、天井に向かって

足を伸ばしていく。膝がほぼまっすぐに伸びれば合格です。

まっすぐに伸びない人は、骨盤が後傾になりやすいです。

　まずは片足で立ってみましょう！

そのとき骨盤に注目！左右の高さは

一緒ですか？左の図のように足を上

げているほうに骨盤が下がっている

人は、支えているほうのおしりの外

側の筋力が弱い可能性があります。

特に、赤ちゃんのころ股関節が外れ

た経験がある人は下がりやすいです。

新体操であなたも
プリンセスヒロイン！

札幌MEG・RGクラブでは、お子さまの心身の健全な成長を目指し、ひとりひとりの
可能性を引き出す、きめ細やかな指導を行なっております。教室での豊富な「ほめ
られ体験」や、さまざまな行事や発表会から得られる「達成感」が「やる気」につな
がり、自主性を育みます。また、新体操のいろいろな動きは、運動神経の大切な基礎
となるバランス感覚を養うことができ、身体全体の調和的発達を促します。

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

さいしょ とうりつ びょういじょう かくにん

て て あいだ
まず最初にカベ倒立が10秒以上できるかを確認
しよう。

せ

ちゅう い

とうりつ あたま うし かた かくにん

はやひざ た かお
背倒立をして、頭の後ろのつけ方を確認しよう。
膝は立つときにまげる。早くまげると顔にぶつか
るから注意しよう！！

うで

あたま うし ぜん てん

なかがわ とうりつちか

カベをお腹側からのぼって倒立近くになったら、腕
をゆっくりまげながら頭の後ろをついて前転しよう！

あたま うし くび かた せ なか じゅんばん

とうりつ ぜんてん

とうりつ ぜんてん かん せいぜんてん

うで

マットで倒立前転をやってみよう！ゆっくり腕を
まげながら頭の後ろ→首→肩→背中の順番で
前転しよう。これで倒立前転の完成！！

とうりつ とうりつ と まえ たお れんしゅうと れんしゅう

ぜんしん ちから じょうず
カベのないところで倒立が止まれるように練習
しよう！全身に力をいれていると上手にできるよ！

ちから ぬ たお ふ

とん つか

倒立が止まれたら、前に倒れる練習をしよう。
力を抜かないで倒れよう！やわらかいマットや布
団などを使ってやってみよう！！

こん かい すこ とう

み

ふ とん つか

うち

うち ひと み

とき

りつぜん てん

今回は少しハイレベルな倒立前転だよ。むらっちがアドバイスしている

ポイントをちゃんと見てね。お家でチャレンジする時は、ケガをしないように

マットや布団を必ず使ってね。そして、お家の人に見てもらいながらチャレンジしてみよう！

手と手の間をしっかりみる
のがポイント！

あせらないでやるのがポイント！！

●ティンカーベルBコース
　 3～5歳〈年中小〉

定員
各16名

●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

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

初級・小中学生
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は

冬のラッキーアイテム編

まずは
自分の数を
計算して
みよう。

じ

けい さん

ぶん かず

②答えがひとけたになるまで足していこう
こた た

←これがきみの数だよ！+ =（a） （b）

（a）（b）
年+ =+ + 月+ + 日+ +

①誕生日を西暦になおして、ひとけたずつ足し算しよう
たん じょう び せい れき た ざん

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

小川 隆宏 院長

http://raimu.net/

☎011-884-0930
お電話にて御予約を承っておりますライム歯科クリニック

平日
5：30からは
予約不要

です！

ライム歯科クリニック

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

月・火・水・金
夜8時まで
受付

★

札幌市清田区清田3条2丁目12-7

■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。

監修：小川 隆宏先生（ライム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 か いんちょう

いかがですか？フッ素の効果が目に見え

てわかりますね。フッ素を塗ると、歯は酸

に強くなり、むし歯になりにくくなるので

す。歯みがきだけでむし歯を防ぐのはと

ても大変ですが、フッ素の力を借りれば

グッとラクになります。

そ こう か め み

は

は

は は ふせ

たい へん そ ちから かり

さん

つよ

そ ぬ

皆さんは、歯医者さんで定期的にフッ素を塗布していますか？

ただ、その効果は目に見えないので「本当に効くの？」と気になる

方も多いかもしれません。下の写真を見て下さい。歯の代わりに

殻がカルシウムで出来ている卵を使い、フッ素で実験した様子です。

みな

かた

から で き たまご つか そ じっ けん よう す

おお した しゃ しん み は かわ

こう か め み ほんとう き き

は い しゃ てい き てき そ と ふ

目に見えないフッ素の効果。
でも確実に効いています！

め

かく じつ き

み そ こう か

参考文献／nico 2010年9月号
　　　　　「子どものためのむし歯予防！」村松いづみ先生

1時間後、酢水から出したら、フッ素

をつけた下半分はツルツルのまま。

フッ素なしの上半分は、表面が溶け

てボソボソしてます。

上半分は
溶けてしまいました。

フッ素をつけなかった

上半分。溶けて泡が！
上半分は

フッ素をつけてません。

下半分は
溶けていません！
下半分は

溶けていません！

酢水（むし歯菌の出す酸の代わり）
のなかに卵を入れました。顔を
描いたところはフッ素をつけた
ところです。

卵の下半分に歯科医院のフッ素
塗布に使うフッ素を5分間つけ
ました。

1 2 3

たまご

と ふ つか そ ふんかん

した はんぶん し か い いん そ す

か そ

たまご い かお

みず ば だきん さん か じ

うえ

と

そ

うえはんぶん

うえはんぶん

そ

と あわ

とと

はん ぶん

したした はんはん ぶんぶん

かん ご す

した

そ うえはんぶん ひょうめん と

はんぶん

みず だ そ

Ｑ．カーリングに必要な道具はどうしたらいいですか？
Ａ．必要な道具は全てレンタルできます。
     暖かく動きやすい服装で来ていただければ大丈夫です。

★ＮＡＮＡＭＩ（5年生）

自分の投げたストーンがハウスに入ると嬉しい！

ミニゲームも楽しいです☆

講習会では色々な人と出会う事ができます。ストーンを投げたり

ブラシで掃くのは少し難しいですがミニゲームでは上手くできました。

ゲームで点を入れて勝った時やストーンの

投げ方が上手くいくと嬉しいです。

早く4人チームで試合がしたいです！

★ＨＩＮＡＴＡ（4年生）

★RIO（5年生）はーちゃんズキッズにエントリーしてくれた方に、
カーリング初心者講習会の案内を送っています。
既に何度か受講している人もいますが、

エントリーを検討している方からの質問も多いので、
そちらをご紹介したいと思います。

かた

しょ

すで なん ど じゅ こう ひと

けんとう かた

しょうかい おも

しつ もん おお

しん しゃ こうしゅうかい あん ない おく

Ｑ．エントリー受付の際、「カーリングの経験の有無は問いません」と
    ありますが、本当に全くやった事がなくても大丈夫ですか？

Ａ．大丈夫です！エントリーしている人の殆どが初めての方ばかりです。
     安心してエントリーして下さい。

Ｑ．初心者講習会に毎回参加できないかもしれません。
    それでも大丈夫でしょうか？

Ａ．ご都合の良い日程の時にご参加いただければＯＫです。

講習会
に参加したキッズに、こうし

ゅうかい
　　　　さ

ん　か

をインタビュー!!
カーリング

のどんなところが面白い？

♥♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥
♥

♥

ひつ

うけ

しょ しん しゃ こう しゅう かい まい  かい さん   か

ほん とう まった こと だい じょう   ぶ

だい じょう   ぶ

だい じょう   ぶ

こう しゅう かい いろ いろ

は

てん い か とき

な かた う ま うれ

はや

じ ぶん な はい うれ

たの

にん し あい

すこ むずか う ま

ひと で あ こと な

か だん

ぜん きょ ねん

すべ

つき だい

て

しゅくだい え

さんかいたた

いろ がら け

きん

てんすう

ちょう

いと ぼう し

にが

しん がん

ほん

みみしろふ

の とも

だち なか よ

ほ い

まい

あさ げん き お

ろ かわ きみ

がん ばる ちから はなし

き

たの

とう で き

ば

て

ながぐつて ぶくろすみ

ゆ つか

ね ねが

かな

おも  しろ

だい じょう   ぶ ほとん

あん

つ ごう よ にっ  てい とき さん か

しん くだ

はじ かたひと

つけ さい けい けん う む と

よう

ひつ

あたた うご ふく そう き

よう

どう ぐ

どう ぐ すべ

スキーを買うなら断

然レッド！去年よりも

うまく滑れるはずだ

よ☆ 

ホットレモネードを

飲んでみよう！お友

達と仲良くいっぱい

おしゃべりできるよ。

お風呂にみかんの皮

を干して入れてみよ

う。ポッカポカ～毎

朝、元気に起きること

ができるよ☆

白のマフラーは、君

に頑張る力をくれ

るよ！

イエローの耳かけを

したら、みんなの話

を聞くのがとっても

楽しくなるんだ

月を見ながらあった

かい湯たんぽを使っ

て寝てみよう～願い

ごとが叶うかも♪

大好きな色の手袋

をして、手を三回叩

こう！宿題もお絵か

きもスイスイラク

ラクだよ☆

チェック柄の長靴を

はいて、苦手なことも

できると信じて頑張

ろう！本当に出来ちゃ

うよ。

ブルーの毛糸の帽子

をかぶってみよう！テ

ストで緊張しながらも

点数アップだ！

キッズメンバー募集！
ぼ しゅう

こん き

さい しゅう つけうけ
今期、エントリー 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、今期エントリー最終受付！！ぜひ応募してね！

しょ どく しゃ

こん さいしゅううけ つけ おう ぼき

いっ

▼

▼

●応募の流れ　1. エントリー受付

2. 初心者講習会実施

3. はーちゃんズキッズメンバー
    正式受付開始

おう   ぼ なが うけ

せいしき うけ つけ かい し

しょ  しん  しゃ  こうしゅうかい  じっ   し

つけ

最終受付！！
●エントリー条件　小学生であること（4年生以上）

●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
●締　　　　 切　1月31日

じょうけん

かつ どう よ てい

けい  けん う     む と

しょう がく せい

しょ しん しゃきょうしつ

いっ しょ れんしゅう よ てい

さん か

ねん せい   い じょう

しめ きり がつ にち

※カーリングの経験の有無は問いません。

Junior short
        term schoolJunior

   ski school

TEL. 011-753-7071スポーツプラザiB アクセス
（代）

平日
土
日

11：00～22：30
10：00～20：30
10：00～17：30

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分お申込み・お問い合わせ

ジュニアスキースクール ジュニア短期スクール

スイミング定員
100名（最低開講人数 20名）

料金
￥20,000（スクール生は￥18,000）

申込締切・キャンセル
12/7（金）

冬短期スクール24年度スポーツプラザiB

※保険料・リフト料・昼食弁当料・検定料込み　※Jrバッジテスト1～6級及び、一般バッジテスト2～3級受験可能

10：30～15：00　小学1年～中学2年生
4日間1/7（月）～1/10（木）

1部▶9：30～10：30　2部▶10：45～11：45　3部▶13：00～14：00
3日間・4日間（選択）1/15（火）～1/18（金）2期（　　  ）1期は定員と

なりました

電話予約あり。締切日までに願書記入及び料金支払いを済ませてください。申込方法
バス停：東8丁目通り、東16丁目通り 各4箇所設置　詳しくはお問い合わせください。送迎バス

電話予約あり。締切日までに願書記入及び料金支払いを済ませてください。申込方法
受講料申込時に必要なもの

各種スクール無料体験好評実施中!! スイミング・ダンス・新体操・体育・空手　お気軽にお問い合わせください！

¥3,000
￥2,400
￥2,700

12/14（金）
※バス無しは1/7（月）

一般

スクール生
あかしや・北栄幼稚園
・スクール生紹介

3日間コース 申込締切・キャンセル
¥4,000
￥3,200
￥3,600

一般

スクール生
あかしや・北栄幼稚園
・スクール生紹介

4日間コース

1部：3歳～中学3年生

定員 50名（最低開講人数 10名）
場所 iB 2階 プール

水着自由 キャップ
自由

体育

定員
1部：小学1年～4年生 15名
　　  （最低開講人数 5名）
2部：5～6歳（就学前）
　　  2部は定員となりました

場所 iB 5階 トレーナーズルーム

定員

場所 iB 3階 スタジオ

どんなスポーツにも対応できる身体づくり
とび箱・マット運動なども実施

ヒップホップ
ダンスリズム感覚を

身につけよう！

1部：小学1年～4年生 15名
2部：5～6歳（就学前） 15名
3部：小学5年～高校3年生 15名

日程：12月26日・27日・28日  1月8日・9日・14日
　　 振付け練習、ステージ見学、舞台裏見学、
　　  カフェ体験等、内容盛りだくさん！

冬休み短期アイドル体験！

冬休みの自由研究にも

使えるよ！！

株式会社クレイドル　
札幌市白石区本通13丁目北1-1　TEL868-1122

になれる！
3eS.3eS.

あなたも

5日間で歌と振付を練習してステージで

発表会を行います。アイドルグループ

「Team くれれっ娘！」が応援します！

気軽にアイドル体験しませんか。

詳しくはHPをご覧ください。　www.cradle.jp.net/

定員：小学生・中学生の女の子　先着24名限定
参加費用：4,800円
応募締切：12月20日（木）

♪

♪

♪

♪

♬

♬

♬

♬

[ [1月14日はステージ発表会です
上記の他、1月7日/FMアップルラジオ番組（希望者のみ）も有り！

【山鼻校】中央区南14条西9丁目2-17 【麻生校】北区新琴似1条2丁目7-19
☎011-511-2689 無料体験レッスン受付中

自宅まで
送迎有り楽しく学べる英会話英会話英会話

年齢と英会話レベルを考慮しクラス分け
されており、初めてでもプレッシャーを感じず
英会話をスタートすることができます。テキスト
も使用し、「聞く・話す」の他に「読む・書く」など
の文法もしっかり学ぶことができます。

２歳からの英会話「プリスクール」も大人気！
平成25年2月末までネイティブ講師の生きた英語で

リスニングもばっちり！ネイティブ講師の生きた英語で

リスニングもばっちり！ 入会金無料 有効期限
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テニスや卓球、バドミントン

などで使われる強打の技は？

①アタック　②スラッシュ

③スマッシュ

①フェンシング　

②棒高跳び

③棒幅跳び

①OB

②ニアピン　

③パー

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

Q.3Q.2

たっ

なが つか じょ そう よう ご き じゅん だ すう

おな なんと

こ

ぼう たか と

ぼう はば と

な まえきょう  ぎ

つか きょう  だ わざ

きゅう

長いポールを使い、助走で

スピードをつけ、バーを跳

び越える競技の名前は？

ゴルフ用語で基準打数と

同じスコアのことを何と

いう？

ぜん もん せい かい
かた

むずかしさ

レベル
1

むずかしさ

レベル
2

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。

ちゅう せん めい さま

抽選で5名様に
ヨネックスの
スポーツタオル
プレゼント！！ プレゼント提供：ヨネックス

こた わ

みんな答えは分かったかな？

編集部いちおしスポーツアイテム編集部いちおしスポーツアイテム 11 エコポニーエコポニー
編集部いちおしのスポーツアイテムをどんどん紹介していくこのコーナー今回はおもちゃで

体力づくりができるトイズフィットネスの考え方を元にしたエコポニーをご紹介！

札幌でエコポニーの様々な企画をプロデュースしている
エアーイズムの奈良さんに話を聞いてきました。
編 集 部：エコポニーとはどんな乗り物ですか？

奈良さん：エコポニーは燃料を使わないエコな乗り物で本物の馬に乗っている気分を味わえます。

                    大人から子どもまで楽しめて最近TVでも紹介され大人気です。

編 集 部：どんな体力づくりができますか？

奈良さん：３歳ぐらいから乗ることができて今の子ども達に不足しているリズム感を養ったり

                    下半身を鍛える事ができて、楽しみながら爽快感を感じることができます。

編 集 部：冬休みにエコポニーのイベントを企画しました。

奈良さん：ぜひ、たくさんの方にエコポニーを体験してもらいたいです。

※イベント内容は下記広告、エコポニーについての詳細希望の方は有限会社エアーイズム 奈良さんまで　札幌市白石区中央3条5丁目6-20 TEL.011-860-2944

ハンドルで
方向を
変える。

ペダルを踏み込む
力で動く。

屈伸運動に近い動き。

円山動物園エコポニー体験会
＆

エコポニーグランプリ

エアーイズム　ユメスポキッズ編集部×
IN

真冬のエコポニー祭り

日程　1月20日（日）　AM10時～PM15時
場所　円山動物園　動物科学館ホール
料金　無料（円山動物園の入園料は別途かかります）

◆13時～15時　エコポニーグランプリ（幼児～小学生対象）

◆10時～13時
   エコポニー体験会
　（随時 参加）

特設コースをエコポニーで走ります。親子リレーレースも用意しております。　
〈12時30分に科学館ホール　エコポニーグランプリ受付まで集合〉

タイムトライアル優勝者にはキッズ向けエコポニー実機１台プレゼント
※キッズ向けエコポニーは体重２０ｋｇ以上の
　お子さんは乗れません。

※足が届かない等で
　エコポニーに乗れない
　場合もあります。


