
 

 

2013年２月号 
総合型地域スポーツクラブ 

 発行   みなみふらのSHCクラブ ゆっく 

   〒079-2551  空知郡南富良野町落合1074 
                      （NPO法人どんころ野外学校内） 
  Tel : 0167-53-2171  Fax : 0167-38-4200 
                E-mail : donkoro@jeans.ocn.ne.jp 
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スポーツ振興くじ助成事業 

２月のスケジュール 

２月の教室案内 

カーリング(基) 
  19:00-21:00 

カーリング(基) 
  19:00-21:00 

カーリング(基) 
  13:00-15:00 

フラダンス(落合) 
  18:30-20:00 

カーリング(ＳＵ) 
  19:00-21:00 

美術倶楽部 
  18:30-20:30 

美術倶楽部 
  18:30-20:30 

ウォーキング 
  9:00-12:00 

歌声喫茶 
13:00-15:00 

Ｊｒ．クラブ(落合) 
  15:30-17:00 

カーリング(基) 
  19:00-21:00 

バックカントリー 
   8:00-15:00 

ヨーガ(幾寅) 
  18:30-20:00 

投球・作戦の基礎を楽しく学ぼう！    

カーリング教室  

 基礎教室 ＜小学生以上・初級者向き＞ 

   ～はじめての方でもお気軽に 
         ご参加ください～ 

２月７日(木) …デリバリーとライン 

   14日(木) …スウィープとウェイトコントロール 

      21日(木) …フォームを自分でチェック 

      27日(水) …ミニゲームを楽しもう！    

 ★その他、ご要望に合わせた内容を行います。 

 ステップアップ教室 ＜小４以上・中級者向き＞ 

２月28日(木) …作戦（ビデオ研究＆実践） 
 
 

  時 間： 19:00～21:00  
                       ※2/27基礎のみ13-15時 

  会 場： 空知川スポーツリンクス（落合） 

   参加費： 基礎 …おとな 200円 高校生以下 100円 

             Ｓ・Ｕ …おとな 400円 高校生以下 200円 

               申込締切り：各教室の３日前  

クライミング 
  8:00-17:00 

スノーシューで静かな森を歩こう！    

第34回 ウォーキング教室 

  日 時：２月３日(日) 9:00～12:00 

  集合・解散：かなやま湖スポーツ研修センター 

  コ ー ス ： かなやま湖森林公園 （A：４km, B：２km）  

  対 象： 小学生以上    参加費：300円 

  服 装： 防寒着上下、帽子、手袋、長靴またはスノトレ 

  持ち物： 飲み物、行動食    

  ※荒天中止            申込締切り：２月１日(金) 

第6回 トレッキング    

バックカントリースキー 

 日 時：２月16日(土) 8:00～15:00 

 集合・解散：どんころ野外学校 

 コ ー ス ： 南富良野周辺の山 

 対 象： スキーまたはスノーボード経験者    

 参加費： 2,500円    定 員：６名 

 服 装： 防寒着上下、帽子、手袋 

 持ち物： スキーまたはボード、昼食、飲み物、行動食     

申込み締切り：２月13日(水) 【担当：金村孔介】 



 

 

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。 

個人会員     大人…後期 1,000円    こども(18歳未満) …後期 400円 
                                                                 ※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） 

 ※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。詳しくはお問い合わせください。）                                    

              お試し参加大歓迎♪ 

     第16回 フラダンス教室 

日 時：２月18日(月) 18:30～20:00 

会 場： 落合小学校体育館   

内 容： 練習会     

対 象： 小学生以上                 

参加費： 500円     

                              申込締切： ２月15日（金） 
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   冬はインドアで力をつけよう！    

第9回 クライミング教室 

日 時：２月10日(日） 8:00～17:00  

会 場： 芦別体育館 

日  程： 8:00 どんころ野外学校集合 

            10:00～14:30 芦別体育館にてクライミング 

      17:00 どんころ野外学校着 

参加費： 2,000円      定 員：８名 

持ち物： 飲み物・昼食・運動靴 

講 師：長谷川勘太郎氏（木製クライミングホールドVOCK） 

        金村孔介（NPO法人どんころ野外学校） 

申込締切： ２月７日（木） 

 小学生対象 

  自作コースでそりジャンプ！    
第9回  ジュニアクラブ（落合） 

日 時：２月５日(火) 15:30～17:00 

会 場： 落合小学校グラウンド 

持ち物： 帽子、手袋（替え手袋もあるとよいです） 

      雪用スコップ、そり（持って来れる人）      

年間参加費： 500円 

 小学生対象 

寒さでかたまった体をほぐしましょう！ 

第8回 ヨーガ教室 

 日 時：２月12日(火) 18:30～20:00 

 会 場： 情報プラザ（幾寅） 

 講 師： 山口博子氏（全米ヨガアライアンス取得者）  

 参加費： 大人500円 小学生250円 

 対 象： 小学生以上    申込締切：２月９日（土） 

★予定を変更して幾寅で開催します。                                     

 町内巡回  歌声喫茶 (第5回) 
日 時：２月25日(月) 13:00～15:00  

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） 

申込締切： ２月22日(金) 

 初心者大歓迎！    
ゆっく美術倶楽部 

  第９回 ：２月８日(金)  …色で遊ぼう！ 

          ～色相・明度・彩度を勉強します～ 

  第10回：２月22日(金) …色鉛筆で物を描こう！ 

          ～まずは小物を描きます～ 

  時 間： 18:30～20:30   
  会 場： 勤労青少年会館（幾寅） 

  対 象： 小学生以上   参加費：１回500円 

  持ち物： ふで箱、カッターナイフ、小さいゴミ袋 
★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：各教室の１週間前 

  基礎教室で楽しさ100倍！ 

カーリングを始めて早３年。すっかりその魅力にハマり、「もっと上達したい！」と思

い、基礎教室に参加させていただきました。和気あいあいとした雰囲気の中で、

デリバリーの基本、スウィープ、作戦の立て方などを学びました。 

基本的なことがわかって、できるようになると楽しさ100倍増！ これからも基礎

教室で学びつつ、町長杯やゆっく杯でカーリングを楽しみたいと思います。 

「カーリングって楽しい！」が100倍増になり基礎教室、おススメです！ 

                              遠藤 菜津弥（北落合） 

遠藤 菜津弥 さん  

 ～カーリング基礎教室～  


