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                      （NPO法人どんころ野外学校内） 
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６月のスケジュール 

６月の教室案内 

フラダンス 
   16:00-17:30 

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) 
えかっち(西小)  
 15:45-17:00 

フラダンス 
   16:00-17:30 

ウォーキング 
   8:00-17:10 

カヌー部 
   13:00-16:00 クライミング(ど) 

クライミング(ど) 

クライミング 
8:30-15:00 

えかっち(西小)  
 15:45-17:00 

えかっち(南富小) 
   15:45-17:00 

  ウォーキング教室 

日 時：６月４日(土） 8:00～17:10 
場 所：芽生すずらん群生地（平取町） 

日 程：8:00 情報プラザ前発   8:20 旧落合小学校前発 

      10:40 芽生すずらん群生地にてウォーキング 

          ※ベビーカー、杖の方でも歩きやすいコースです 

      12:30 平取温泉「ゆから」で昼食 

        ※お弁当を持参し、屋外またはバスで昼食も可能 

      13:50 二風谷アイヌ文化博物館 見学  

          16:50 旧落合小前着   17:10 情報プラザ前着 

参加費：大人２,５００円 中学生以下１,０００円 

      ※別途、入館料 大人400円・小中学生150円、 
       必要な方は昼食代 

持ち物：飲み物、おやつ、雨具、必要な方は抱っこ紐、弁当 

対 象：一般                  申込締切：6月1日（水）   

ふれあい町歩き 
 9:00-14:30 

クライミング(ど) クライミング(ど) 

ラフティング 
  13:30-16:30 

歌声バス 
8:45～15:45 

        ゆっく歌声喫茶 特別企画！ 

 赤平～富良野 

 鞄のいたがき工場見学 ＆ halu CAFÉ ランチ 

歌声バスツアー 

日 時：６月16日(木） 8:45～15:45 
日 程：8:45 旧落合小前発  9:00 情報プラザ前発 

      11:00 鞄のいたがき（赤平市）で工場見学 

     13:00 halu CAFÉ （富良野市）にて昼食 

     15:30 情報プラザ前着   15:45 旧落合小前着   

参加費：２,５００円 （昼食代込み） 

対 象：一般  

定 員：20名   

申込締切：6月9日（木） 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

わくわく ラフティング 

年に１度のゆっく会員限定 スペシャ
ルプログラムです。清流「空知川」で
ラフティングを楽しもう！  

  ※ゆっく入会案内は裏面へ 

日 時：６月25日(土) 13:30～16:30 
：空知川上流部（集合・解散：どんころ野外学校） 

参加費：おとな １,０００円 こども ５００円  

対 象：５歳以上のゆっく会員      定 員：先着１２名 

持ち物：長袖、長ズボン、水着、タオル    申込締切：6月22日（水） 



 

 

 
  
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…1,000円／半期…   500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） 

賛助会員 1口1,000円 

※正式な決定は平成28年度の総会にて 
      承認されたあとになります。 

 
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。(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。ゆっくでは、スポーツ安全保険への加入を

お勧めしています。  

大人  高校生以上 1,850円・65歳以上 1,200円 

こども 800円    【対象期間  H28年4月～H29年3月】     

 【保険加入費の納入について】 

個人加入：事務局までご連絡ください。 

団体加入：各団体で申し込み手続きをお願いします。 

     必要書類は事務局にご請求ください。 

フラダンス教室 

ダンスが初めての方でも、のびのびと音楽
に合わせて身体を動かしながら楽しめま
す。まずは気軽にお試し参加からどうぞ！ 

練習会：６月14日(火) 16:00～17:30 
    参加費：５００円    

レッスン：６月28日(火) 16:00～17:30 
参加費：大人１,５００円 小学生１,０００円 

       親子２,４００円   

講 師：福岡 曜子氏 

     （レイアロハ・フラスタジオ富良野） 

会 場：町民体育館 卓球室   

持ち物・服装：動きやすい服装、飲み物、タオル 

  ※スカートお貸します。靴をぬいでレッスンします。 

                           申込締切：各教室の３日前 

ゆっくふれあい町歩き 
美術館で日本の美に触れた後は、いちいの大木
やえんじゅ並木の景観を楽しみながら、広大な
庭をウォーキング！ 歩いた後は館内のカフェ
でゆっくりランチしましょう。 

日 時：６月28日(火） 9:00～14:30 
場 所：福原記念美術館（鹿追町） 

日 程：9:00 情報プラザ前発  9:20 旧落合小前発 

     10:20 美術館到着  絵画観賞・庭をウォーキング 

         「ランチ＆カフェえんじゅ」で昼食  

           13:30 鹿追出発  

     14:10 旧落合小前着  14:30 情報プラザ前着 

参加費：１,５００円  

    ※別途、入館料大人600円・こども200円、昼食代 

持ち物：飲み物、帽子、必要な方はベビーカー・杖 

対 象：一般          申込締切：6月25日（土） 

カヌー部＜ 全5回 ＞  
いざというときに役立つ、 

リバーレスキュー術を身に付けよう！ 

日 時：６月12日(日) 

場 所：空知川        集合・解散：どんころ野外学校 

内 容：リバーレスキュー練習 

参加費：大人 ２,０００円 中学生以下 １,０００円 

服装・持ち物：ジャージ上下orフリースなど (ドライ着用) 

                  着替え、タオル、飲み物 

対 象：小学５年生以上   

               申込締切：6月9日（木） 

クライミング教室  
鵡川の河原でボルダリングにチャレンジ！ 

日 時：６月12日(日) 8:30～15:00 
場  所：ニニウボルダ―（占冠村）  

集合・解散：どんころ野外学校 

参加費：３,０００円（対象保険未加入者は＋保険料350円）

服装・持ち物：動きやすい服装、昼食、飲み物、虫よけ 

講 師：長谷川勘太郎氏（木製クライミングホールドVOCK） 

対 象：小中学生            

                  申込締切：6月9日（木）     

 きょうだい割引あり！ 


