
 

 

子育て中のパパ・ママも、みんな集まれ！    
ゆっくとーく 

正義の味方・市川守弘弁護士と 

身近な原発問題や法律問題を語り合いましょう 

  日 時：10月20日(日) 14:00～16:00 

  会 場：空知川スポーツリンクス（落合）             

     ★お茶とお菓子をご用意しています。 

     小さなお子様連れの方もＯＫ！ 

                   申込締切：10月17日（木）   
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スポーツ振興くじ助成事業 

１０月のスケジュール 

１０月の教室案内 
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美術倶楽部 
  18:30-20:30 

クライミング(ど) 

美術倶楽部 
  18:30-20:30 

クライミング(ど) 

ウォーキング 
    8:15-15:15 

クライミング(ど) 

クライミング(ど) 

 みずならの原生林からとんがった岩峰へ！ 

第５回 トレッキング 

日 時：10月14日(月・祝) 7:30～16:00 
場 所：剣  山（芽室町）      山行時間：6時間 

集合・解散：どんころ野外学校 （7:30集合） 

参加費：大人2,000円  小・中学生1,000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、帽子 

持 ち 物：昼食、おやつ、飲み物、雨具上下、防寒着 

     手袋、タオル、虫よけ           

                  申込締切：10月11日（金）       

えかっち(金山) 

※えかっち 金山・落合・北落合…16:00-17:30 
                   幾寅…15:30-17:00 
※タグラグ幾寅…18:45-20:00 

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 

えかっち(幾寅) 
クライミング(ど) 

紅葉の渓谷美を楽しもう！    

第43回 ウォーキング教室 

 日 時：10月19日(土) 8:15～15:15 
 コ ー ス：十梨別 渓谷コース（金山） 

               【A：２km、B：４km、C：８km】 

   日 程：8:15落合小学校前・8:25 ホクレン前・8:30役場前発  

     ⇒ 15:00役場前・15:05ホクレン前・15:15落合小学校前着  

  参加費：500円        

  対 象：２km歩ける方（未就学児保護者同伴） 

   持ち物：昼食、飲み物、行動食、雨具上下 

                                           申込締切：10月16日（水）   

歌声喫茶 
   １4:00-16:00 

フラダンス(落合) 
    18:30-20:00 

クライミング 
ジュニアカップ出場 

トレッキング 
    7:30-16:00 

カヌー部 
  合宿 

えかっち(落合) 

えかっち(落合・北落合) 

えかっち(金山) 

フラダンス(幾寅) 
    18:30-20:00 

クライミング(ど) クライミング(ど) 

カヌー部   
8:30-14:30 

タグラグ(幾寅) 

タグラグ(幾寅) 

タグラグ(幾寅) 

タグラグ(幾寅) 

えかっち(落合) 

   カヌー部 10月の活動 

合宿 … 10/5(土)～6(日) 旭川にて  

     6日は石狩川カヌーレースに出場します！ 

みなみふらのカヌー大会出場 … 10/13(日) 

              ７：００開会式 ８：００～競技開始 

     応援よろしくお願いします！ 

練習日 … 10/19(土)  ※詳細はお問い合わせください。 

町民FC大会 

ゆっくとーく 
    14:00-16:00 

落合小学校  
学芸会 

 

 北広島 
タグラグ交流会 

タグラグ(幾寅) クライミング(ど) クライミング(ど) 

からまつ園 
 美術倶楽部 

からまつ園 
ウォーキング 



 

 

からまつ園 
ウォーキング…10/16(水)午前  
美術倶楽部 …10/25(金)午前    
 ボランティアを募集しています。興味のある方は           

 事務局までお問合せください。 

10/12(土)-13(日) 

『スポーツクライミング 
       ジュニアカップ北海道』参加  
 札幌市内で開かれる大会に、ゆっくクライミング教室   

  のメンバーが参戦！ 

10/14(月)『 町民フロアカーリング大会』参加 
 今年はフォースの他、ダブルスもあります。 

 ゆっくFCC、上位にくいこめるか？！ 

10/19(土) 

『北広島タグラグビー交流会』参加 
 毎年着実にレベルアップしている、ゆっくタグラグビー 

  クラブ。今年も交流会で、まずは腕試し！ 

10/26(土) 落合小学校学芸会 出演 
 今年も、ゆっくフラガールが踊ります♪ 

 みんなで行こう、落合小学芸会  ファイナルステージ！ 

 

今月は、水彩画に挑戦！ 

 ゆっく美術倶楽部 
第11回：10月11日(金) 第12回：10月25日(金)  

時 間： 18:30～20:30  
会 場： 勤労青少年会館 
参加費： 500円                      対 象： 小学生以上         

持ち物： ふで箱、カッターナイフ、小さいゴミ袋、色鉛筆 

      水彩絵具（持っている方） 

★初参加の方には鉛筆・消しゴム・スケッチブックをお配りします。 

講 師：北森 明 （NPO法人どんころ野外学校） 

                                     申込締切：各回の1週間前 

◆  各教室につき１回、会員登録な

しの「お試し参加」も可能です！

詳しくはお問合せください。   

個人会員     大人 …１年 2,000円 ／ 半期 1,000円  

   (18歳未満) こども …１年    800円 ／ 半期  400円 
団体会員 5,000円 （50名以上の団体は10,000円） 

 ※保険料別（教室への参加には、傷害保険への加入が必要です。詳細はお問合せください）                                  

 前期（4月～10月） 

後期（11月～3月） 

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。 

  秋でも常夏気分♪初心者も大歓迎  

フラダンス教室 

 第10回：10月７日(月)… 練習会 

  会 場：空知川スポーツリンクス（落合）  

  参加費：500円 

 第11回：10月21日(月) …レッスン 

  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 

 時 間：18:30～20:00 
 対 象：小学生以上／申込締切：各教室の１週間前 

10
月
の
教
室
案
内 

７月の終わり、いよいよ待ちに待った「ジャルディーノ」歌声バスが出発しました！ 

富良野岳、十勝岳の雄大な景色、美瑛の丘では色鮮やかな花々を楽しみなが

ら、声高らかに歌いながらのバス旅行はまるで修学旅行のようでした。旭川のジャ

ルディーノに到着したのはまさにお昼時、７月も終わりとなると花々の最盛期は過

ぎていたとみえ、期待していたような「秘密の花園」は見れませんでしたが、美味し

いお料理を楽しみました。帰り道は、「ぜるぶの丘」に向かいました。満開の色とり

どりの花々が咲き乱れ、それはそれは美しい丘でした。三々五々、散策しながらい

い時間を過ごした後、再び歌声を響かせながらバスは一路南富良野へと向かった

のでした。歌声の皆さん、楽しい時間をありがとう～！     目黒 敏子（落合） 

 

旅の途中でこの夏はじめてゆっくのイベントに参加しました。自然

の中でのウォーキング。水上の感覚が 最高に気持よかったラフ

ティング。可愛いイトウの稚魚を見ることもでき、空知川が愛しくな

りました。初心者でも安心して自然体験出来て嬉しかったです。 

そしてリンクスでの「旅の空」コンサート。ゆっくの皆さんのご協力

のお陰で、幸せな時を過ごすことが出来ました。ありがとうございま

した。また参加するのを楽しみにしています。   

                                       チェレステ楽団 太宰敏雄・陽子 

目黒 敏子 さん ~「ジャルディーノ」へ歌声バスツアー！~ 

  皆でうたおう！町内巡回  歌声喫茶    
 日 時：10月15日(火) 14:00～16:00  

 会 場：フォーチュンベーグルズ(落合) 

 参加費： 500円 （コーヒーまたは紅茶つき） 

       ★楽器、楽譜のお持込み大歓迎！ 

  申込締切：10月12日（土） 

 

次のコンサート地・茨城へ向けて出発した 
「チェレステ楽団」のお2人から、心温まるメッセージが届きました！ 


