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スポーツ振興くじ助成事業 

６月のスケジュール 

６月の教室案内 

歌声喫茶 
13:30-15:30 

フラダンス(幾寅) 
   18:30-20:00 

えかっち(金山) 
   16:00-17:30 

えかっち(南富小) 
   15:45-17:00 

クライミング(ど) 

※クライミング(ど)…18:30-20:30 
  どんころ野外学校室内ウォールにて 

クライミング(ど) 

クライミング(ど) クライミング(ど) 

クライミング(ど) 
フラダンス(落合) 
   18:30-20:00 

えかっち(南富小) 
   15:45-17:00 

えかっち(金山) 
16:00-17:30 

ウォーキング 
 8:30-14:00 

カヌー部 
  13:30-16:30 

クライミング(ど) 

クライミング(ど) クライミング(ど) 

50回記念スペシャル企画！      
第50回 ウォーキング教室   

日 時：６月28日(土) 8:30～14:00 
コ ー ス：A: 新得山を登ろう！（往復2時間程度） 

          B: 新得山ふもとフットパスを歩こう！ (2km程度)            

送迎バス： 行き 8:00 幾寅役場前  8:15 旧落合小学校前 

       帰り 13:45 旧落合小学校前 14:00 幾寅役場前     

参加費：500円 ／ 対 象：２km歩ける方 (幼児保護者同伴)  

持ち物：弁当（※）、飲み物、行動食、帽子、雨具、タオル 

※昼食は共働学舎内の軽食レストランでとることもできます。    

  予約が必要ですので、申込み時にお知らせください。 

                        申込締切：6月21日（土）   

フラダンス体験会 
   18:30-20:00 

カヌー部 
  13:30-16:30 

カヌー部 
  13:30-16:30 

ふれあい 
  ラフティング 
   9:00-12:00 

クライミング 
       1DAY 

トレッキング 
    7:00-17:30 

会員限定！年1度のスペシャルイベント！   
ふれあいラフティング 

日 時：６月７日(土) 9:00～12:00 

コ ー ス：空知川上流部 ／ 集合・解散：どんころ野外学校 

対 象：５歳以上の会員 （※小学生以下保護者同伴） 

参加費：大人1,000円 中学生以下 500円 

持ち物：水着、長袖・長ズボン、タオル   

定 員：18名                     申込締切：6月4日（水）                                            

       まずは気軽に体験！    

フラダンス無料体験会 

日 時：６月２日(月) 18:30～20:00 
会 場：情報プラザ（幾寅） 

参加費：無 料      対 象：小学生以上 

講 師：福岡 曜子氏（レイアロハ・フラスタジオ富良野） 

持ち物・服装：飲み物、タオル、動きやすい服装 

                  申込締切：6月1日（日） 

  ★月２回の定期教室もあります！（→裏面） 

 お花と雪渓が楽しめる、上ホロカメットク山へ！ 

              第1回 トレッキング 

日 時：６月29日(日） 7:00～17:30 

コ ー ス： 上ホロカメットク山 （上富良野町）             

送迎バス： 行き 7:00 旧落合小学校前  7:20 道の駅前 

       帰り 17:10 道の駅前 17:30 旧落合小学校前 
  ※金山・下金山からも送迎バスに乗れます。申込み時に問合せ下さい。 

参加費：大人3,000円  小・中学生1,500円 

対 象：小学生以上 （定員15名程度） 

服 装：歩きやすい服装、トレッキングシューズまたは長靴 

持 ち 物：昼食、おやつ、飲み物、雨具上下、防寒着、手袋、タオル  

                                              申込締切：6月26日（木）       

 フラをはじめるなら、 

  今が 

 詳細は6月上旬に 
お知らせします 



 

 

ゆっくは会員の皆さんの会費によって運営されています。 また事業の一部は、スポーツ振興くじ（toto）の助成を受けて実施しています。 

  
６
月
の
教
室
案
内 

個人会員(18歳以上)     1年…2,000円／半期…1,000円  

こども会員(18歳未満) 1年…   800円／半期… 400円 
          ※半期…前期(4～10月)・後期(11月～3月) 

団体会員 5,000円 （50名以上の団体は10,000円）    

各教室につき１回、会員登録なしで「お試し参加」をすることができます。 
詳しくは事務局までお問合せください。   (ふれあいラフティングは除く)   

教室への参加には、必ず傷害保険への加入が必要です。 

自己の保険でカバーできない方は、スポーツ安全保険 

への加入をお勧めします。  

大人  高校生以上 1,850円・65歳以上 1,000円 

こども 800円 【対象期間   2013年4月～2014年3月】     

◆ふれあいカヌー体験会 … ７/13(日） 
              8:30～12:00 

２歳から参加OK！わんちゃんも一緒に乗れます。８人乗りの大型 

カヌーも出ますよ～！障がいのある方、体力に自信のない方も、 

ガイドやカヌー経験者が同乗しますので、この機会にどうぞ！ 

 （参加費：大人1,000円 中学生以下500円／場所：かなやま湖） 

新規部員、まだまだ募集中！    

ゆっく カヌー部  

第２回：６月８日(日)…湖で基本のパドリング！ 
  場 所：かなやま湖 （集合・解散：スポーツ研修センター）  

  内 容：基礎練習、レスキュー訓練   

第３回：６月22日(日)…川の流れを感じてみよう！ 

  場 所：空知川上流部 （集合・解散：どんころ野外学校） 

  内 容：流水トレーニング 

第４回：６月28日(土)…川でのレスキュー法入門！ 

  場 所：空知川上流部 （集合・解散：どんころ野外学校） 

  内 容：レスキュー訓練 

時 間：13:30～16:30 
参加費：大人1,000円 ・ 中学生以下800円 （※装備レンタル料込）    

服装・持ち物：湖…動きやすく濡れてもよい服・靴（長靴・踵つき 

      サンダル可）、 着替え、タオル、雨具、帽子 

      川…水着、長袖、長ズボン、タオル 

対 象：小学５年生以上 

＊カヌー・カヤックお好きな方を選べます（小中学生はカヤックのみ） 

＊レベル別で指導しますので、はじめての方も大歓迎です！ 

                    申込締切：各回の２日前 

        新規メンバー大募集中！  

       フラダンス教室 

第４回：６月16日(月)18:30～20:00 
  会 場：空知川スポーツリンクス(落合)  

  参加費：500円       内 容：練習会     

第５回：６月23日(月)18:30～20:00 

  会 場：情報プラザ（幾寅） 

  講 師：福岡 曜子氏（レイアロハ・フラスタジオ富良野） 

  参加費：大人1,500円 こども1,100円 親子2,500円 

  内 容：先生によるレッスン 

               申込締切：各教室の１週間前 

                  町内巡回  歌声喫茶  
日 時：６月19日(木) 13:30～15:30  

会 場： 旧落合小学校 

参加費： 500円 （コーヒーまたは紅茶付き） 

 ※ 幾寅から送迎バスがあります （13:10 役場前発） 

    ご希望の方は申込み時にお知らせください。 

                             申込締切： 6月16日(月) 

           ＜報  告＞ 

５月16日に 「平成26年度ゆっく定例総会」

が開催され、昨年度の事業報告および今年

度の事業計画案・予算案など、すべての議案

が承認されました。ありがとうございました！ 

歌声喫茶は、童謡・流行歌・シャンソン・ビートルズなど、幅広いジャンルの曲を、みんなで声

を揃えて楽しく歌っています。私は「アカシアの雨がやむとき」という曲を歌声喫茶で初めて

知りました。素敵だな、と思いインターネットで検索し、この曲を歌う西田佐知子さんの動画を

見て衝撃を受けました。日本に、こんなにかわいくて、かっこよく歌を歌える女性がいたなん

て…！その後、「今日は、どんな曲に出会えるだろう」と、毎回楽しみにしています。 

６月１７日で２歳になる息子にとっては、たくさんの人と出会える機会でもあります。顔見知りに

なった方から町なかで声をかけていただくことがあり、母親として嬉しい限りです。 

皆さんも、新しい「出会い」を求めに、ぜひ歌声喫茶にご参加ください！ 

 

▲歌声喫茶でいつもピアノ伴奏を 
 してくれる亜希子さん（写真右） 


