
（公財）日本スポーツ協会提供（公財）日本スポーツ協会提供

北海道スケート連盟提供北海道スケート連盟提供札幌リュージュ連盟提供札幌リュージュ連盟提供

（公財）日本スポーツ協会提供（公財）日本スポーツ協会提供

○2018 CONSADOLE○2018 CONSADOLECC

真っ白に染まった美しい街並み、白銀の世界で楽しむスポーツ－
それらは全て雪がもたらす札幌の魅力です。

今回の特集では、札幌とウインタースポーツの歴史やその楽しみ方を紹介。
この冬はスポーツの面白さを味わいに出掛けてみませんか。

詳細 企画事業課b211-3044 
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利用時間・所在地11月～4月＝9時30分～17時、5月～
10月＝9時～18時。中央区宮の森1274
入館料600円。中学生以下無料
問い合わせb641-8585（大倉山ジャンプ競技場内）

▲スキージャンプな
ど6種目の疑似体験
にも挑戦できます

▲地下街の建設が進むテレビ塔付近地下街の建設が進むテレ 塔

35カ国1,128人の選手らが、11日間にわたり熱
い戦いを繰り広げた。大会に向けて競技施設
や、地下鉄南北線が開業するなど都市基盤が一
気に整っていった。こうした環境と大きな大会を
成功させた実績を生かして、その後も数多くの
国際大会の舞台となった。

オリンピック・パラリンピックの移り変わりや札幌
のウインタースポーツの歩みが学べます。

アジアとオセアニア
の32の国と地域から
2,010人が参加したウ
インタースポーツの祭
典。多くの人が札幌を
訪れ、国内外に街の魅
力を発信する機会に
もなった。

荒井山スキー場に市内初の一般向けリフトが完成。
市民がスキーを気軽に楽しめる環境が整っていった。

秩父宮様（写真左）が来道した際、日本で冬のオ
リンピックを開催するとしたら札幌をおいて他に
はない。そのためには大きなジャンプ台と洋式の
ホテルが必要である、と語られた。その２年後に
「宮様スキー大会」が創設され、3/7㈭～10㈰に開
催される今大会で90回目を迎える。

秩父宮様が冬の暮らしの
視察のために来道

札幌オリンピック開催により
街が飛躍的に発展

市内初の 般向けリフトが完

市内初の
一般向けリフト設置

秩父宮様のお口添えにより、ホテルオークラの創業
者である大倉喜七郎男爵が、私財を投じてジャンプ
台を建設後、市に寄贈した。

添 創業

現在の大倉山に
スキージャンプ台が完成

ジ

28年ぶり3回目の
冬季アジア札幌大会開催

公文書館所蔵公文書館所蔵

おお くら き しち ろう

公式報告書より公式報告書より

札幌オリンピックミュージアム

札幌とウインタースポーツの関わり

秩父宮様秩秩秩秩秩秩父父宮宮宮宮
ちちぶのみや

出典：財団法人札幌スキー連盟、昭和
54年発行「宮様スキー大会五十年史」

ウインタースポーツの歴史をもっと知りたい方は
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歩く動作に似ていて始めやすい

雪山を滑る疾走感が魅力

一年中楽しめる施設も!

相手チームとの駆け引きが勝敗のカギ

市内にはウインタースポーツを満喫
できる場所が身近にたくさん！
その中でも現地で道具を借りて、ウ
インタースポーツが気軽に体験でき
るスポットを紹介します。

利用日時月曜～木曜10時～22時、金・土曜10時～
23時、日曜10時～21時
休館日第3月曜、12/29㈯～1/3㈭
利用料1シート1時間1,500円。学生750円
レンタル料（靴、ブラシなど）1回の利用につき100円

15種目を無料で体験できる
ウインタースポーツフェスティバル

アイスホッケーやスノーボードなどを体
験できるイベント。道具は全て借りられ
るほか、専門のインストラクターに教わ
ることができる種目もあります。

日時2/24㈰10時～15時
会場大通公園6丁目～8丁目
申し込み当日直接会場へ
問い合わせスポカル実行委員会b788-51
21

コース0.6km、1.75km
利用日時1/5㈯～3/3㈰10時～16時
利用料無料
レンタル料（板、靴、ストック）200円
交通機関地下鉄東西線白石駅から
中央バス〔白24〕に乗車、「川下公園
前」下車すぐ
問い合わせb879-5311

園内には、3種類の浴槽がある浴室や室内公園を備えた
施設・リラックスプラザがあります。ぜひご利用ください。
利用時間10時～21時
休館日月曜。12/29㈯～1/3㈭、施設整備日
浴室利用料中学生以上500円。小学生400円。タオ
ルレンタルは310円

ウインタース
ポーツを

気軽に楽しむ

▲子ども向けのボブスレー体験は大人気

申し込み札幌市公共施設予約情報システムwww.
city.sapporo.jp/shisetsu-yoyaku/index.htmlに利
用者登録の上、システムから利用日前月の1日～10
日に申し込み。抽選
問い合わせb853-4572
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利用時間10時～17時30分
休館日第3月曜、12/29㈯～1/2㈬
利用料580円。高校生280円、中学生以下無
料。未就学児と小学生の16時30分以降の利用
は保護者同伴
レンタル料（スケート靴）1時間250円、2時間
300円。延長30分100円
問い合わせb741-1972

利用時間9時～21時
リフト券1日券＝3,000円（小中学生
2,400円）。2時間券＝1,200円（小中
学生900円）、ナイター券あり
レンタル料（板、靴、ストック）2時間1,900円ほか
交通機関地下鉄南北線真駒内駅からじょうてつバス定
山渓行に乗車、「藤野3条11丁目」下車徒歩約15分。真駒
内駅付近からの無料送迎バスあり
問い合わせb591-8111

①歩くスキー＝コース1km～16km、②ゲレンデスキー
利用日時12/23㈷～3/31㈰までの9時～16時
入園料3/31㈰までは無料
リフト券1日券＝土・日曜、祝・休日、小学校の冬休み期間
1,540円（中学生以下1,030円）、上記以外＝820円（中
学生以下510円）。他の券種もあり
レンタル料（板、靴、ストック）①は820円。中学生以下
510円、②は2,900円。中学生以下1,900円
交通機関地下鉄南北線真駒内駅から中央バス〔真106〕
に乗車、「すずらん公園東口」下車すぐ
問い合わせb592-3333

利用日時1/5㈯～2/11㈷10時から。高校生以
上の方＝19時まで、中学生＝18時30分まで、
小学生＝16時まで。中学生以下の方は保護者
同伴の場合19時まで
利用料130円。高校生80円、中学生以下無料
レンタル料（スケート靴）1時間250円、2時間
300円。延長30分100円
問い合わせb641-3015（円山総合運動場内）

じっくりと煮込まれた鶏肉のうまみと
スパイスが調和した「チキンカレー
ラーメン（900円）」を食べてみては。
利用時間11時～19時

利用料580円。高校生280円、中学生以下無料
レンタル料（スケート靴）1時間250円、2時間300
円、延長30分100円

モエレ沼公園
（東区モエレ沼公園）

厚別公園
（厚別区上野幌3の1）

農試公園
（西区八軒5西6）

前田森林公園
（手稲区手稲前田591）

1.5km、
3.5km
0.4km、
1.3km

2.2km

0.5km、
2.5km、3km

300円

200円

200円

200円

790-1231

894-1144

615-3680

681-3940

公園名・所在地 コース 利用時間 レンタル料
（板、靴、ストック） 問い合わせ施設名・所在地 利用時間 問い合わせ

1/5㈯～3/3㈰
10時～16時
1/5㈯～3/3㈰
9時～16時

1/6㈰～3/10㈰
9時～15時

1/5㈯～3/3㈰
9時30分～16時

月寒体育館
（豊平区月寒東1の8）

星置スケート場
（手稲区星置2の1）

10時～
17時30分

13時30分～
17時30分

851-1972

681-8877
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世界トップクラスの選手
が出場するこの大会で
優勝するのは、子どもの
ころからの目標です。頑
張りますので応援よろし
くお願いいたします。

上川町出身。平昌五輪で
銅メダルを獲得し、ワー
ルドカップでは男女歴代
最多の55勝を記録して
いる。日本が誇るスキー
ジャンプ選手。

岩手県出身で4兄弟全員
がスキージャンパー。今
シーズンはワールドカッ
プで5戦中3勝しており、
年間総合優勝に向けて
好発進している。

たかなし さ らばやしこ ゆうりょう

SAJ31承認第00248号SAJ31承認第00248号

（公財）全日本スキー連盟提供（公財）全日本スキー連盟提供（公財）全日本スキー連盟提供（公財）全日本スキー連盟提供

ワールドカップのシーズン最終戦
で、年間の総合順位が決まる重要
な大会。3/16㈯の競技終了後に
は、出場するパラアスリートと一
緒にスキーやバイアスロンを体験
できるイベントを開催します。

競技・日程バイアスロン＝3/13㈬、14㈭、クロ
スカントリー＝3/16㈯、17㈰
会場西岡バイアスロン競技場（豊平区西岡）。
大会期間中、地下鉄真駒内駅から会場までの
無料シャトルバスを運行
入場料無料
詳細調整課b211-3042

オリンピック、世界選手権に次ぐ大き
な大会です。ジャンプ台の下からは、助
走から着地までの一連の動きが見ら
れますが、ジャンプ台の脇からは、選
手が自分の上を飛んでいくような感
覚で、空中でのスピード感や風を切る
音まで楽しめるのでおすすめですよ。

札幌には都心部から車で30分程度の距
離に、ジャンプ台やカーリング場などが
あります。このページでは、市内で開催
される大会の一部を紹介。会場で競技の
迫力や熱気を味わってみませんか。

（特非）日本障害者スキー連盟提供（特非）日本障害者スキー連盟提供

※12月12日時点の情報

ウインタース
ポーツを
観に行こう

開催日時女子＝1/12㈯16時30分、13㈰10時、男子＝26㈯16時、27㈰10時
会場大倉山ジャンプ競技場（中央区宮の森1274）
チケット2,000円（前売券は1,600円）。65歳以上、高校生1,000円、中学生以下無料。チケットは
市内プレイガイドで発売中（最前エリア、特別チケットの前売券はローソンチケットのみ。詳しく
はホームページ（www.sapporo-jump.com）でご確認ください）
詳細札幌スキー連盟b221-1661

ピョンチャン
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札幌の街の歩みと関わりが深く、世界に誇れる街の
魅力でもあるウインタースポーツ。市民の皆さん一人
一人がそれぞれの関わり方で楽しむことが、こうした
街の魅力を将来に受け継いでいくことにつながりま
す。ウインタースポーツの経験がある方もない方も、
ぜひこの機会に出掛けてみませんか。

全国各ブロックを勝ち抜
いたチームや前年度の優
勝・準優勝チーム、平昌五
輪女子代表チームが出場
し、日本一を決める大会。
相手の狙いを読んだ戦略
や狙った場所にぴたりと
投げる技術に注目です。

プロサッカークラブ北海道
コンサドーレ札幌のカーリ
ングチームとして平成30年
8月に結成。11月に日本代表
として出場したパシフィック
アジアカーリング選手権で
優勝している。©2018 CONSADOLE©2018 CONSADOLE

今大会に向けては、チーム最大の目標である日本一を
目指し、しっかりと準備を進めています。多くのファン
の方に楽しんでいただけるよう、また、カーリングにま
だなじみが薄い市民の方々にも注目してもらえるよう
に、チーム一丸となって頑張ります。

（公財）日本スポーツ協会提供

ピョンチャン

（公社）日本カーリング協会提供（公社）日本カーリング協会提供

ボランティア
として大会を支える

開催日時2/11㈷～17㈰
会場どうぎんカーリングスタジアム（豊平区月寒東1の9）
チケット1月下旬発売予定。詳しくは日本カーリング協会ホームペー
ジ（www.curling.or.jp）でご確認ください
詳細日本カーリング協会b03-3481-2525か札幌カーリング協会
b855-1200

市内3会場で熱戦が繰り広げら
れる、国内最大規模のスキー競
技会です。全国の代表選手が各
種目の合計点で争います。会場
で選手を応援しよう！

日時2/14㈭13時30分（12時30分開場）
会場文化芸術劇場hitaru（中央区北1西1市民交流プラザ内）
定員・費用400人。無料
申込電話、ファクス、ホームページ。行事名、参加者全員
の氏名（4人まで。ふりがなも）、代表者の住所・電話番
号（ファクスの場合はファクス番号）、希望席種（一般、車
いす）を記入し、1/16㈬まで。抽選
申込先・問い合わせ市コールセンターb222-4894、
FAX221-4894 、ホームページwww.city.sapporo.jp/
callcenter/uketsuke/index.html

札幌交響楽団メンバーによるアンサンブルと、
1972年札幌オリンピックの歌「虹と雪のバラー
ド」でおなじみのデュオ・トワエモワが出演します。

競技・会場ジャイアントスラローム＝サッポロテイネ（手稲区手稲本町
593）、スペシャルジャンプ＝宮の森ジャンプ競技場（中央区宮の森1の
18）、クロスカントリー＝白旗山競技場（清田区真栄502）、コンバインド
＝宮の森ジャンプ競技場、白旗山競技場
日程2/14㈭～17㈰
入場料無料
詳細事業担当b211-3044

選手が競技に集中でき、
観客が快適に試合を楽し
める環境づくりにボラン
ティアは欠かせません。

スポーツボランティアを随時募集中
内容会場での受け付け、選手や観客の誘導など
対象高校生以上の方
登録方法さっぽろグローバルスポーツコミッションのホーム
ページ（smile.sapporosport.org）から随時。登録後、メールで
送付される大会の案内を見て、随時活動
詳細さっぽろグローバルスポーツコミッションb200-0905

ヒ  タ  ル
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