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スポーツニュース

プロフィギュアスケーター。5歳でスケートを始め、04年世界選手権優勝。06
年トリノ五輪でアジアのフィギュアスケーターとして初の五輪金メダル獲得。
同年５月にプロ宣言。現在は、国内及び海外のアイスショーを中心に様々な分
野に精力的に挑戦している。プリンスホテル所属。
Official Website : www.shizuka-arakawa.com 

　ユメスポキッズをご覧のみなさん、こんにちは。荒川静香です。

　両親と出掛けた家の近くのスケートリンクで「ひらひら」と出会った

こと…そこから、私のスケート人生が始まりました。

　そのスケートリンクには、自分と同じくらいの年格好の女の子がいて、

彼女たちのスカートが回る度にひらひらと波打つように揺れ動くのを初め

て見て、「私もあれを着て滑りたい！」と思ったのです。

　フィギュアスケートの魅力は、何と言っても陸上では味わえないスピー

ド感。けれど、その分氷の上でしか養えない感覚もあるので、毎日の練習

が大切です。数々のアイスショーに出演させていただいていますが、ショー

の直前は集中し、お客様に楽しんで「もう一回見たいな」と思っていただけ

るよう考えています。幻想的なアイスショー

の世界を、お客様にたっぷり感じていただき

たいのです。今後も、たくさんのお客様に

お越しいただくことが私の目標です。皆さ

んも、まず勇気を出して一歩を踏み出して

みてください。それが好奇心であったりチャ

レンジ精神の始まりです。一歩が踏み出せ

たのなら、未知の自分を発見できるかもし

れません。常に「今」という瞬間を大切に。

荒川 静香
あら かわ　 しず か

キミも
スポーツ

で

輝こう！
かがや

月号
2012年

幻想的なアイスショーの世界を、
　　　　たくさんの方に感じて欲しい！

げん そう てき せ かい

かた かん ほ

円山総合運動場（円山競技場）札幌市の施設紹介❽

・住所：札幌市中央区宮ヶ丘3番地　・問い合わせ先：電話011-641-3015

　７月１日（日）に、第55回札幌国際ハーフマラソン

大会が行われます。その発着場所となっているの

が円山競技場です。昨年の参加人数は約400名。

国内外の有名な選手も多数出場します。沿道での

声援のみならず、この円山競技場で、今年もたく

さんの方が選手の皆さんを温かい拍手で出迎える事でしょう。

　7月8日（日）には、第25回南部忠平記

念陸上競技大会が行われます。この大会

は、1932年ロサンゼルスオリンピック陸

上競技三段跳びにおいて金メダルを獲得

した（故）南部忠平さん（札幌市出身）の

功績をたたえて創設された陸上競技大会

です。未来のオリンピック選手を目指した

小中学生も出場します。観戦チケットは、

当日会場でも販売しておりますので、

是非足を運んでみてはいかがでしょうか。

日時　７月８日（日） 10：00～15：30（開場9：30）
場所　札幌市立南小学校 体育館（札幌市南区南３１条西９丁目）
問合せ先　どさんこスポチャンクラブ　大会実行委員会事務局
　　　　　ＴＥＬ＆ＦＡＸ　011-882-1030（落合）
　　　　　ＨＰ　http://dosanko-spo.com

6/13（水）・14（木）　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読売ジャイアンツ
6/16（土）・17（日）　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東京ヤクルトスワローズ
7/6（金）・7（土）・8（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福岡ソフトバンクホークス　
7/10（火）・11（水）・12（木）　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
7/16（月・祝）・17（火）　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埼玉西武ライオンズ

【野球】

【サッカー /Jリーグディビジョン1】
6/23（土） コンサドーレ札幌vsガンバ大阪

【その他】
7/15（日）　北ガスグループ　6時間リレーマラソン

(平成24年5月17日現在） ■札幌ドーム情報

■第３回　札幌市南区藻岩下ふれあい大会　兼　
　2012どさんこオープンスポーツチャンバラ大会

スポーツイベントカレンダー

■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時間をご指定ください） 
　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スポーツ鬼ごっこ大会（締切6月10日）
❷親子スポーツクライミング体験会（締切6月10日）

❸スポーツクイズ（締切6月20日）
❹ユメスポ会員（随時募集）

次号配付日：7月中旬［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。
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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。

応募要項
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らん あらかわしず か

りょうしん で か いえ ちか で あ

わたし じんせい はじ

じ ぶん おな としかっこう おんな こ

かのじょ まわ たび なみ う ゆ うご はじ

み わたし き すべ おも

み りょく なん い りくじょう あじ

かん ぶんこおり うえ やしな かんかく まいにち れんしゅう

たいせつ かずかず しゅつえん

ちょくぜん しゅうちゅう きゃくさま たの いっかい み おも

かんが げんそうてき

せ かい きゃくさま かん

こん ご きゃくさま

こ わたし もくひょう みな

ゆう き だ いっ ぽ ふ だ

こう き しん

せいしん はじ いっ ぽ ふ だ

み ち じ ぶん はっけん
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りくじょうきょう ぎ たいかい おこな たいかい
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りく
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さっぽろ し し せつ まるやま じょうきょう ぎしょうかい
まる やま そう ごう うん どう じょう
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たいいく  

情報提供：ジュン スポーツクラブ

前回の「跳び箱編」を見て、感想や効果を知らせてくれた皆、ありがとう！
今回は鉄棒だよ。きれいに逆上がりが出来ると嬉しいよね。
むらっちのアドバイスをよく見て、チェレンジしてみよう！ きっと出来るよ☆

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）

鉄棒編

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！！こんに

ちは

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

てつ ぼう
へん

まずは、ななめ懸垂で鉄棒にお腹をひきつけ
る練習をしよう！ 逆上がりは、お腹が鉄棒に
ついていることが大事！！

足をふり上げる練習をしよう！1つ目の足は大
きくのばして、２つ目の足はとび上がるように
キックするのがポイント！！

タオルなどを使うと鉄棒に体をひきつけるの
を手伝ってくれるよ。鉄棒から落ちないので
安心して練習ができます！

坂や踏み台などを使って練習してみよう！
１～３までの練習を思い出して、坂をかけ上
がってキック！！

逆上がりの後半の練習。起き上がりの練習と
して、ふとん干しの体勢から手首をかえしな
がら体を起こす練習をしよう！！

１～５の練習をくりかえして、あとは
実践。焦らずに一つひとつ確認しな
がらチャレンジ！ これで完璧！！

次回は「マット運動編」を
予定しています。お楽しみに～!

●ななめ懸垂１

●坂を使って練習4 ●起き上がり5 ●逆上がり6

●キックの練習2 ●タオルを使う3

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。

からだのしくみ No.7
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!〉 〈やってみよう!〉

膝
ひざ

　まずは膝を正面から見てみましょう。

　まっすぐに両足をそろえて立った状態での膝の

かたちに注目！ 膝と膝のあいだにすき間がある状

態がO脚。逆に左右の膝がくっついてあたってし

まう状態がX脚です。

　赤ちゃんのときは、誰もがO脚

です。歩きだして徐々にX脚に変

化していき、小学校高学年から中

学生ぐらいまでに、ほぼまっすぐの

脚に自然矯正されていきます。極端なO脚やX脚の場合※や左右で違った場

合（例：左がO脚、右がX脚など）などは病院への受診をおすすめします！

①ももの裏のテスト

　反張膝はからだの特徴なので気
にすることはないのですが、関節が
やわらかい年代なのに、筋肉だけ
がかたい状態だと、けがをしやすくなってしまいます。反張
膝で2つのテストに合格しなかった人はしっかりとストレッ
チをしましょう！ （ストレッチは2月号で紹介した、ももの前
のストレッチとももの裏のストレッチが効果的ですよ。）

〈どうしたらいいの?〉

どうぞお気軽にご連絡
ください。

!"#$%!"#$
&' 随時受付中!&' 随時受付中!()#*+,-./0

詳細は6月中旬にＨＰに掲載いたします。

◎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。123

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ぐらい知っているかな？ 今回は膝についてみていくよ！

　筋肉のかたさのテストを2つ紹介します！ みんな

の筋肉はやわらかいかな？

　2つのテスト、どちらもやさしく動かしましょう！ 

痛みが出るようだったら止めましょう。

　膝を伸ばした状

態で持ち上げます。

脚がほぼ垂直に上

がれば合格！

②ももの前のテスト
　うつぶせの状態

で膝を曲げていき

ます。かかとがお

しりにつけば合格！

　次は膝を横から見てみましょう。

　写真1は反張膝という状態です。まっすぐに立った時に膝が逆に反る状態

です。子どもはもともと関節がやわらかいのでしばしば見られますが、学

年が上がるとその割合も減ってくる場合が多く、ほとんどは問題ありません。

　写真2を見てください。膝の下の骨が出ているのに気付いたかな？ オス

グッド病といい、特徴

は膝の下の骨が出てき

たり、押す・ぶつかる・

走るなどで痛みが出た

りします。このような

状態に当てはまる人は

病院を受診しましょう！

O脚 X脚

a

b

80°くらいが目標

1 2

反張膝 オスグッド病

※O脚は膝と膝の間（図1●）が10㎝以上、X脚はくるぶしとくるぶしの間（図1●）が10㎝以上a b

図1

コース紹介（定員各16名）

札幌MEG.RG クラブ
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

〈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。

一文字 恵美（いちもんじ めぐみ）

☎011-811-6030 FAX.011-811-6040 札幌MEG.RG

●ティンカーベルBコース
4～5歳（年中少）

5～6歳（年長）
●ティンカーベルAコース

※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。

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。

!"#$%&'(
)*+,-./0+1

2345

通常
1,575円▶1,050円

この広告ご持参で
1日体験料を割引します！

16"789:;<=1

音楽に合わせ、身体を動かしリズム
感を養います。身体全体の調和的発
達は幼児期に大切です。

初級・幼児
●アリスBコース
小1～3年

小3～中3年
●アリスAコース

新体操の基本を学び、楽しく身体を
動かします。正しい姿勢や美しさを
養うことができます。

初級・小中学生
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さか ふ だい つか れんしゅう

れんしゅう おも だ さか あ

さか あ こうはん れんしゅう お あ れんしゅう

ほ たいせい て くび

からだ お れんしゅう

れんしゅう

じっせん あせ ひと かくにん

かんぺき

ぜん かい と ばこ へん み かん そう こう か し みんな

こん かい てつ ぼう さか あ で き うれ

み で き

じ かい うんどうへん

よ てい たの

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

ひと とくちょう

じ ぶん し こんかい ひざ

ひざ しょうめん み

りょうあし た じょうたい ひざ

ちゅうもく ひざ ひざ ま じょう

たい オーきゃく ぎゃく さ ゆう ひざ

じょう エックスたい きゃく

あか だれ オーきゃく

ある じょじょ きゃくエックス へん

か しょうがっこうこうがくねん ちゅう

がくせい

あし し ぜんきょうせい きょくたん オーきゃく エックスきゃく ば あい さ ゆう ちが ば

あい れい オーひだり きゃく みぎ エックスきゃく びょういん じゅしん

きゃくオー エックスきゃく

み

つぎ ひざ よこ み

しゃしん はんちょうひざ じょうたい た とき ひざ ぎゃく そ じょうたい

こ かんせつ み がく

ねん あ わりあい へ ば あい おお もんだい

しゃしん み ひざ した ほね で き づ

びょう とくちょう

ひざ した ほね で

お

はし いた で

じょうたい あ ひと

びょういん じゅしん

きゃく ひざオー ひざ あいだ センチメートル センチメートルず い じょう きゃくエックス あいだ ず い じょう

はんちょうひざ びょう

きんにく しょうかい

きんにく

うご

いた で や

ひざ

うら

まえ

の じょう

たい も あ

あし すいちょく あ

ごうかく

じょうたい

ひざ ま

ごうかく

はん ちょう ひざ とく ちょう き

かんせつ

ねん だい きん にく

じょうたい はんちょう

ひざ ごう かく ひと

がつ ごう しょうかい まえ

うら こう か てき

もくひょう

－ 3－－ 2－



主催：一般社団法人  鬼ごっこ協会北海道支部

親子　　　　　体験会スポーツ
クライミング

小さなお子様からご年配の方までみんなが楽しめる!  
ぜひ、お気軽にご参加ください。

●開催
　日時　

●体験
　料金

●定員 各回（◯・◯）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）

スポーツクライミングジム  レインボークリフ
TEL.011-817-5009　http://rainbow-cliff.co.jp

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

6/17（日）◯9:00～10:30 ◯11:00～12:30
A
B

A B

お申し込み お問合せ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クライミングはご希望の時間（◯・◯）をご記入の上ご応募下さい。

鬼ごっこ・クライミングの
お申し込み＆お問合せは

参加親子  大募集 !!

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宝の周り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

おに

鬼ゴッター
Newsニュース vol.01

鬼ゴッターとは？

スポーツ鬼ごっこってなに？

きみも鬼ゴッターにならないか？
おにおに

スポーツ鬼ごっこの大切なルール

スポーツ鬼ごっこをしている全ての人のこと

★得点する時の注意
❶宝を必ず掴む ❷宝を落としたら無効 ❸台を倒したら無効

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。

●開催日：8月7日（火）　●場所：つどーむ

詳細はユメスポキッズ8月号でお知らせするよ！

開催
決定!

スポーツ鬼ごっこ 
ゲームイメージ

1チーム
7～12名試合時間は12分。

（5分間×2ゲームと
ハーフタイム2分）

スポーツ鬼ごっこ選手権 北海道大会
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北海道大会の前に、鬼ゴッターがきみの学校に行くかも
しれないよ。その時は、一緒にスポーツ鬼ごっこを楽しもう!!

●一般社団法人 鬼ごっこ協会 北海道支部  公式ブログ●鬼ゴッターTV 全国の鬼ゴッターに向けたインターネットTVを配信中

©一般社団法人 鬼ごっこ協会

http://ameblo.jp/onigokkohokkaido/http://ustream.tv/channel/onigotter-tv

A B

お に

?@AB

=>,

主催：
ユメスポキッズ編集部
主催：
ユメスポキッズ編集部

　みなさん、四年に一度のオリンピックがもうすぐ始まります。日本人選手の活躍が楽しみですね！

　さて今回は、まえに覚えた「好き＝ライク（like）」を使って、「私は、オリンピックが好きです。」

を英語で話しましょう。はい、ご一緒に「アイ  ライク  ジ  オリンピック  ゲイムズ」（I like the 

Olympic Games.）

　特に水泳が好きな人は「アイ  ライク  スゥイミング」（I like swimming.）、マラソンが好きな

人は「アイ  ライク  マラソンズ」（I like marathons.）、体操が好きな人は「アイ  ライク  ジム

ナスティクス」（I like gymnastics.）、と言いましょう。

　おっと、むずかしい言葉が出て来たね。先生に発音を聞いてまねしてみようね！ 
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みんな
で

カーリ
ングチ

ーム

をつく
ろう!

!

カーリングを学ぼう 練習編・１講目vol.3 　カーリングは、アイス上で
のバランスがとても大切！！ 
デリバリーの練習には、最も
時間をかけます。
　次回はストーンを持っての
デリバリーから解説します。

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

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

をつくろう！プロジェクト

"#$%&'#(

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。
はーちゃんズ キッズメンバーにエントリーしてくれた皆、どうもありがとう。
エントリー希望の保護者の方から、カーリングの練習はどのような事をするのですか？という
質問を多くいただいています。そこで、どのようなレッスンをするのか、その一部を解説しますね。
※はーちゃんズ キッズメンバーの第二次エントリー募集は、8月号からの予定となります。

STEP

１
STEP

2アイスの感覚
に慣れよう!

デリバリーをマスターしよう！

　まずは氷上を歩く練習
をします。うまく歩ける
かな？

氷上を歩くなんて
慣れていないから
足に力が入っちゃう！

　ストーンを投げる動作の事をデリバリー
（日本語で「配達」という意味）といいます。
デリバリーは、ブラシ
を支えにして氷をす
べる練習をします。
参考文献：
㈳日本カーリング協会
オフィシャルブック
「みんなのカーリング」

バランス感覚を養う
ために、目をつぶって
片足で立つ練習をしよう！

皆への宿題！！ 皆への宿題！！ 皆への宿題！！ 
みんな しゅくだい

皆への宿題！！ 
みんな しゅくだい

よ ねん いち ど はじ に ほんじんせんしゅ かつやく たの

こんかい おぼ す つか わたし す

えい ご はな いっしょ

とく すいえい す ひと す

ひと たいそう す ひと

い

こと ば で き せんせい はつおん き

しょぞく かたやまはる か

みんな

き ぼう ほ ご しゃ かた れんしゅう こと

しつもん おお いち ぶ かいせつ

だい に じ ぼ しゅう がつごう よ てい

まな れんしゅうへん こう め

かん かく

な

ひょう じょう ある れんしゅう

ある

ひょうじょう ある

な

あし ちから はい

な どう さ こと

に ほん ご はい たつ い み

ささ こおり

れんしゅう

じょう

たいせつ

れんしゅう もっと

じ かん

じ かい も

かいせつ

かんかく やしな

め

かたあし た れんしゅう

おに すべ ひと

おに き ほん お に おな

じ かんない あい て じん ち たから おお と

ほう か うん どう にが て こ き

がる たの

おに

おに

おに たい せつ

こ あい て じん ち はい いち ど

じ じん もど ふっかつ

あい て かなら りょうて

たから まわ ない まも おに はい

てきじん はい

とくてん とき ちゅうい

たから かなら つか たから お む こう だい たお む こう

かいさい び がつなのか か ば しょ

しょうさい がつごう し

ほっかいどうたいかい まえ おに がっこう い

とき いっしょ おに たの

おに せん しゅ けん ほっ かい どう たい かい

かい さい

けっ てい

めい
し あい じ かん ふん

ふんかん

ふん

－ 5－－ 4－

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）　
募集人数

持ち物

会　場

　　　　　   
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!
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数 占3cV e

i'.先生
pype

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

スイ ングミ サッカーサッカー

1日乗車券で、バス・
地下鉄・電車にのって
いろんな街にいって
みて！ 冒険気分を味
わおう☆ 

静かな釣堀で一日を
過ごしてみよう。釣れ
るまでの、待つ我慢強
さも身につくよ！

遊園地でジェットコー
スターに乗って悲鳴
をあげない我慢大会
にチャレンジしてみ
よう！

絵の具セットを持って
動物園にGO!! お気
に入りの動物を見つ
けてじっくり絵を描い
てみよう！

この夏は、泳げない子
に教えられるように
なるまで、プールで特
訓だ！ ヒーローになれ
るかも☆

花火を持って真っ暗
闇を消えるまで歩く
肝試し！ 勇気を試せる
よね。帰りは懐中電灯
でね☆

緑に囲まれた山道を
登ろう！ 頂上に着いた
ら大きな空と景色で
大感激！ 足の疲れも吹
っ飛ぶよ♪

虫取りあみとカゴを
持って、キャンプに行
こう！ クワガタ10匹
獲ったらすごいよね！

プラネタリウムに行っ
てたくさんの星を見
てみて☆ 宇宙が大き
いってわかるよ！

君らしい夏のあそび編
きみ なつ へん

君らしい夏のあそび編君らしい夏のあそび編君らしい夏のあそび編
きみきみきみ なつなつなつ へんへんへん

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お申し込み・お問合せ TEL.0117537071 平日

土
日

１１:００～２２:３０
１０:００～２０:３０
１０:００～１７:３０（代） アクセス

ダンス

スポーツプラザiＢの
ポイントレッスン！

動きをよくする！
段差を使って
・左右の脚をすばやく
同時に連続でいれかえよう
・両脚ジャンプですばやく
のぼりおりを連続でしよう
（前・後ろ、右・左）

階
段
な
ど
を

う
ま
く
使
っ
て
み
よ
う
！

無料送迎バス
運行!!

●定員：50名　●最低実施人数：10名
●対象：3歳～中学3年生

●定員：15名　
●最低実施人数：3名
●対象：

年中・年長4～6歳（未就学）／ヒップホップ9：30～10：30
10：45～11：45

1期

2期

1期

2期
2期

1部
2部

1部 1期 1部
小学1～3年生／ヒップホップ 年中・年長4～6歳（未就学）1期 2部

1部 2部
1部 2部

小学1～3年生／チアダンス1部
小学4～6年生／ヒップホップ2部

2期 2部

送迎バスをご利用の方は7月13日(金)まで
送迎バスをご利用されない方は7月20日(金)まで

●通常スクールもあります！  
●無料一日体験実施中  
●入会金・1ヵ月授業料
　無料キャンペーン実施中  
●体育家庭教師相談に応じます

【料金】

【申し込み・キャンセルの締め切り】

7/30月 金8/3
体育
●定員：20名　
●最低実施人数：5名
●対象：

●定員：20名　
●最低実施人数：3名

1期
2期

1期 2期 1期 2期

1期

ボーリングのピンは全部で
何本？
①7本　②１０本　③１２本

砂地で行うバレーボール競
技は何というスポーツでし
ょうか？
①ビーチバレー　
②ソフトバレー　
③砂地バレー

フランスで行われている、
フランス一周国際自転車
ロードレースのことを何と
いうでしょう？
①競輪　
②ツール・ド・フランス　
③ワールド・ロード・レース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 もん せい かい
かた

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

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組20名様に「木下
大サーカスの平日招待券」をプレゼント!!
※7/27～ 8/31の期間でご利用いただけます　
※土・日・祝日・8/14・15は1,000円にて入場可

主なプログラム
★「奇跡のホワイトライオン世界猛獣ショー」　
★美女が消える「スーパーイリュージョン」
★飛翔する「ロシアン空中アクロバット」
など、内容盛りだくさん 

6/29（金）～9/3（月）［開催期間］
［会場］札幌・北翔クロテック月寒ドーム 駐車場内特設会場
［URL］http://www.kinoshita-circus.co.jp

（体育館）（体育館）参加者募集中!

夏休み
短期スクール！

8/6 10月 金8/
【時間】

13：30～14：30
●対象：小学1～6年生
●時間：

・

1期 2部
小学1～4年生

2期 1部・

¥5,000
¥4,000
¥4,500

¥4,000
¥3,200
¥3,600

¥3,000
¥2,400
¥2,700

新規生
スクール生
あかしや・北栄・
スクール生紹介

3日間コース 4日間コース 5日間コース
スポーツフィールド  キャロット

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

テニス専用
フットサル・
サッカー専用

TEL.011-815-2510
TEL.011-815-2518

お父さん、お母さんも
テニスしませんか？
●入門コース（レッスン受け放題）有
●家族割引! スクールお一人ご在籍につき
　受講料が１，５７５円引き！

キッズ・ジュニアクラス
テニススクール !"#$

%&'()*+,-+...!"#!$%&
'()*+,-

/01234/01234 5656
(1期2ヵ月分)

7'(87'(8 9494
(通常5,250円)

:;<=>4:;<=>4 9494
(通常3,150円)

94?@A
BC+

DE2FG
H94?@A

BC+

DE2FG
H

キッズ
ジュニア 初中級
ジュニア 中上級

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

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

120分

120分 9,450円

60分
60分
90分

5,250円
6,300円
8,925円
9,450円

テニススクール料金（1ヵ月分）

選
手
ク
ラ
ス

無料送迎バス有 外コート
無料開放

ジュニアサッカー
スクールもあります

月～金まで、
スクール生徒に限る
レッスン以外もOK!

第126期（6/3～7/30）

無料体験レッスンを
受講後、即日入会で

キャニス キャッフル

－ 7－
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たの

し 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4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 ❼
げんえきしょうがくせい            だいひょう                                        こ  そだ

　娘が新学年になっての初めての参観日に出席。クラス替

えがあり、新たな顔ぶれに「この一年で名前と顔が一致す

るだろうか…」と思ったりした。実際、前のクラスの把握率

は五割止まり。ヒーヒーも四年生になり、小学校六年間の

半分を折り返したことになる。大きなランドセルを背負い、

入学したのが、つい昨日のように感じるのに、月日が経つ

のは本当に早い。

　母親が仕事をしていると、何かとお手伝いをして貰う事

も多い。ここ数年で、ヒーヒーが一番成長したところだ。

初めの頃は、留守番をさせるだけでもドキドキしたものだ

が、今となっては洗濯物を畳んでくれたり、私が帰宅する

前にお米を研いでいてくれたり、本当にイイ仕事をしてく

れるようになった。もちろん失敗も数知れず。アイロン掛

けは、油断してちょっと私が目を離したすきにボタンが溶

けた！ ヒーヒーいわく「アートなボタンの出来上がり」と笑っ

ていたが（苦笑）。次は、忘れもしないトイレ事件。私が仕

事から帰ってくると、トイレの床がびしょびしょに濡れてい

て、明らかにトイレの水が溢れた様子。気を利かせてトイ

レの掃除をしてくれたらしいのだが、使い捨てクリーナー

を何枚も使い、一気に流したら詰まったようだ。水が流れ

ずに、便器から溢れてくる瞬間を見て相当怖かったらしい。

直った後も、ヒーヒーは暫くの間トイレの水を流すのを怖

がっていた（笑）。失敗しながらでも、一つずつ仕事を覚え

てくれたら嬉しいな。私の右腕として、これからもよろしく！

今回の先生はこの人！

今回の学校はここ！

神戸神奈川アイクリニック「フライングガールズ」
に所属。山田いずみ先生は小学校１年生の時、初
めてジャンプを飛びました。そして、２００８年８月、
海外の大会で日本人女子として初めて優勝し、子どもの頃からの夢を叶えました。

スキージャンプ  山田いずみ先生

札幌市立藤野小学校

もっともっと、
スポーツの楽しさを
知ってほしい！

札幌市南区藤野２条７丁目７-１　創立：昭和５１年　児童数：２８４名（平成２４年２月２７日現在）

スポセンってなに？　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！

　先日、藤野小学校でスキージャンプの山田いずみさんが先生と

なり、スポセンが行われました。山田先生は体育館に集まった２年

生以上の児童、約２５０名に、ジャンプを始めたきっかけや、その

頃日本に女子選手がまだ一人もいなくて苦労したことなどをお話

してくれました。みんな真剣な顔つきで耳を傾けていましたよ。

　実技体験では、実際にスキージャンプのフォー

ムを練習したり、マットの上に跳んでみたり、とっ

ても楽しく学ぶこと

が出来ました。児童

の中には、実際にス

キー少年団に所属し

て活躍している子も

いましたよ！ 毎日練習して頑張ると、山田先生のように夢が叶います！！ 

みんなもコツコツ努力して、夢を叶えよう！

スキージャンプに興味を持った方、
始めたい方はお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ先：info@bisyojo.jp　美翔女運営事務局  
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