
SAPPORO LOVE BICYCLE DAYS 

7.27   13:OO-16:OO

PARCO4pla

PIVOT
FOREVER 21

札幌信金

丸井今井
一条館池内三越 Sony Store日之出

ビル

MAP

ピクニックスペース
・会場内の指定の場所に、持参したピクニックシートを敷いてお過ごしください。

・地面が硬いため、クッションやマット、折りたたみの椅子等の用意をお勧めします。

・会場内での飲食は自由です。
※パラソル、テント等の使用は禁止です。

※会場が広いため、お子様が迷子にならないよう各ご家庭でご注意・ご配慮をお願いします。

※通常にまちなかを通行する方が大勢おります。周りの方へのご配慮をお願いいたします。

イベント ～

・基本は無料で参加できますが、一部有料のものもございます。

各イベントへはご自由に参加できますが、一部事前申込みや人数制限のあるものもご

ざいます。あらかじめご了承ください。各イベントの詳細・受付場所は、このパンフレッ

トをご確認ください。

・参加すると、こども銀行券「　　（チャリン）」を獲得できるイベントがあります。チャ

リンはTOWN PICNICの共通通貨で、景品と交換できます（数量限定・先着順）。必要

チャリン枚数の提示や実際の交換については、当日タウンピクニック本部で行います。
＊15:40頃チャリン配布終了、15:50頃に景品交換を終了予定です。

＊景品数に限りがあり、なくなり次第配布終了となりますことをあらかじめご了承ください。
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この道は車が通るよ

札幌駅前通（札幌市中央区南1条～3条）
南一条通　　（札幌市中央区南1条西 2丁目、3丁目）

雨天中止です。当日AMにTOWN PICNIC facebookページ
をご確認ください。また天候の変化により途中で中止
する場合があります。会場の
アナウンスに従ってください。
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本部
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SAPPORO LOVE BICYCLE DAYS
自転車ブース

10 11 ランニング
バイクカップ

12   へんしんバイク
  バランス
トレーニング教室

発電できるかな？
 君は何 W

自転車の
可能性と魅力を
体験してみよう！

まちなか
ダンスステージ
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TOWN PICNIC sapporo

facebook Twitter

７月末の土曜日は、

札幌のどまんなかでピクニック！

道路のうえにピクニックシートをしいて、

腰かけて空を見上げれば、

いつもの街もちがって見える。

プロアスリートとこどもたちの運動会や、

道いっぱいに絵をかくアートライブなど。

もりだくさんのイベントを特等席で見よう！

主催：TOWN PICNIC実行委員会　後援：札幌市  札幌市教育委員会  (一財)さっぽろ健康スポーツ財団

※ ロコ・ソラーレの参

加可能な時間・人数は

チームスケジュール等

により変動します

スマート
コーチ
体験

●動きやすい服装でご来場ください。また、汗をかいたり汚れたりする可能性があるので、

着替えやタオルなどご持参ください。●当日は気温が高くなることが予想されます。水分補給できるものをご持

参ください。●天候や参加人数、その他やむを得ない事情により内容が変動する可能性がありますので、予めご

了承ください。対象年齢未満のこどもの参加は、事故やケガにつながりますので禁止です。ご理解・ご協力をお願

いします。●当日の様子は写真・動画等で記録を残し、後日WEBやSNS等で公開予定です。予めご了承ください。

協賛 ： 藻岩シャローム教会　ソフトバンク株式会社　北海道エア・ウォーター株式会社　

株式会社ツムラ札幌　株式会社北海道新聞社　三菱電機株式会社　北海道ダイニングキッチン株式会社

松田整形外科記念病院　KING∞XMHU(キングムー)　オリゴノール



岩教大
スゴッチャ

7
時間：①13:20~ ②14:00~ ③14:40~
　　　※１回30分程度
対象：５才～小学生
内容：まちなかを巡りながら
　　　カラダを動かそう！
　　　水鉄砲でボスを倒して景品をゲット！
特典：参加で１万チャリン
定員：各回先着12名　茶屋入口にて受付

MEGAすごろく

時間：13:20~15:30頃
対象：どなたでも

まちなか茶屋

ロコ・ソラーレ
2010年結成。去年の平昌五
輪ではカーリング競技で日本
勢初となる銅メダルを獲得し
た。ロコは「ローカル」「常呂っ
子」、 ソラーレはイタリア語で
「太陽」を意味する。

フロアカーリング体験

冬季五輪体験 
with ロコ・ソラーレ

時間：13:20~15:40　対象：どなたでも
内容：ロコ・ソラーレと一緒に
　　　"氷上のチェス"カーリングを体験しよう！
特典：参加で１万チャリン　定員：なし
※ ロコ・ソラーレの参加可能な時間・人数は
チームスケジュール等により変動します

6

なわとび
バレーボール

時間：①14:05~14:30
　　   ②14:50~15:15
対象：３才～小学生
内容：２本の縄を使って
　　　レッツジャンプ！
特典：参加で１万チャリン
定員：なし

なわとび体験

ダブルダッチ体験

時間：15:15~15:40
対象：3才～小学生
内容：学校では教わらない技も
　　　教えてもらえるよ！
特典：参加で１万チャリン
定員：なし

バレーボール体験
時間：13:20~14:00　対象：どなたでも
内容：ヴォレアス北海道の選手と一緒に、
　　　まちなかでバレーボールで遊ぼう！
特典：参加で１万チャリン　定員：なし

日高龍太郎×KURO.
　　　 LIVEパフォーマンス
時間：14:30~14:50  ＜観覧自由＞
内容：ダブルダッチとフリースタイル
　　　フットボールがセッション！

5

北海道ダブルダッチ協会
2本の縄を使ったスポーツ
"ダブルダッチ"を広める
体験会やイベントを開催
している。

まちなか運動会 ロ
ー
ド
ア
ー
ト 時間：13:00~16:00 ＜来場・退場自由＞

対象：4歳年中~小学生
特典：参加で1万チャリン
定員：なし 

時間：14:10~14:40　対象：どなたでも
内容：アメリカ独立リーグで活躍する現役選手が、
　　　バスケの面白さを路上で教えちゃいます！
特典：参加で１万チャリン　定員：先着20名

9

11 12

10

32
サッカー

お
問
い
合
わ
せ
：

ア
ー
ト
ス
ク
ー
ル
ト
ル
ネ
ー
ド

TEL 011-212-1140
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水
〜
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）

時間：①13:20~14:00
　　　②14:05~14:45
対象：小学生
内容：元コンサドーレ札幌選手と、
　　　現役女子サッカー選手が、
　　　みんなの”サッカー力”をレベルアップ！
特典：参加で１万チャリン
定員：各回先着30名

サッカー教室

発電できるかな？ 君は何W

自転車の可能性と魅力を体験してみよう！

バスケットボール
ランニング
バイクカップ

ブースエリア

自転車

バスケットボール教室

時間：13:20~14:00　対象：どなたでも
内容：車椅子バスケってどんなスポーツ？誰でもできる？
　　　みんなで知ろう、みんなでやろう、車椅子バスケ！
特典：参加で１万チャリン
定員：なし※車椅子の台数には限りがあります。

車椅子バスケ体験

時間：13:00~16:00
対象：小学生~大人まで
内容：実は自転車でも発電ができちゃうんだ！
　　    自転車をこいで君はどれくらい
　　    発電できるかな？
特典：①参加で1万チャリン
　　    ②記録に応じて追加チャリン
定員：なし

時間：13:00~16:00
対象：小学生~保護者
内容：自転車チェーンを使ってのキーホルダーづくりや、
　　    自転車シミュレーターを使ったゲームなど
　　    楽しい体験がいっぱい！
　　    自転車マップを作って夏休みに出かけてみよう！
特典：①参加で1万チャリン
　　    ②自転車シミュレーター高得点で1万チャリン
定員：なし

自転車ブース

ロードアート

おはなばたけ

主催：ミライサイクルさっぽろ実行委員会 

主催：ROCKS Ltd.

主催：イオン北海道㈱、ビタミンiファクトリー

SAPPORO LOVE BICYCLE DAYS
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②ノルディーア北海道
北海道で唯一、なでしこリーグ下部
にあたるチャレンジリーグに参戦す
る女子サッカークラブ。

①曽田雄志 ①芳賀博信
一般社団法人
A-bank北海道代表
理事。ノルディーア
北海道球団代表。

元コンサドーレ
札幌キャプテン

時間：①13:20~13:50 
　　　②15:10~15:40
対象：小学生 
内容：プロスポーツ選手に
　　　走り方の指導をする
　　　スプリントコーチから、
　　　早く走るコツを
　　　教えてもらおう！
特典：参加で１万チャリン
定員：各回先着30名

かけっこ・ハードル
かけっこ教室

時間：14:00~14:30　対象：小学生
内容：元200mハードルアジア最高記録保持者、
　　　秋本真吾が、ハードルを飛び越えて
　　　早く走るコツを教えます！
特典：参加で１万チャリン
定員：先着30名

ハードル教室

内容：みんな大好き甘い物 ♪
　　　「タピオカラテ」や「いちご大福」で
　　　疲れた体をリフレッシュ！
特典：500円購入ごとに1万チャリン

内容：この日の記念に写真撮影！
　　　お手持ちのカメラやスマートフォンで
　　　撮影して頂けます。
特典：①写真撮影１回で１万チャリン
　　　②SNS投稿１回で１万チャリン

「フォトブース」
藻岩シャローム教会  RiN SQUARE   DESTINA　

対象：サッカー・かけっこ他 教室の参加者
　　  ※当日申込み。先着順。
内容：スマホを使ってスポーツレッスンを受けられる
　　   「スマートコーチ」を体験しよう！
　　   ①教室での動きを撮影
　　   ②教室終了後にコーチが動画をチェック
　　   ③コーチからアドバイス＆実技指導！
特典：スマートコーチ体験で１万チャリン

「スマホで簡単！スポーツレッスンを体験しよう！」
　　　　　　　　　　　　　ソフトバンク株式会社

「町なかファームカフェ」
北海道ダイニングキッチン株式会社

内容：親子で、簡単な体力テストや
　　　ゲームをして、自分の体力
　　　レベルをチェック！
特典：参加で１万チャリン

「まちなか体力テスト」
　　松田整形外科記念病院

秋本真吾
元20 0mハードルアジア最高記録保持者。
2012年までプロ陸上選手として活躍。現在
は、プロ野球選手やJリーグクラブ選手等、多く
のスポーツ選手に走り方の指導を行っている。

時間：13:00~16:00　対象：1歳半~６歳までの未就学児童
内容：年齢に応じた５クラス毎で開催される白熱の
　　    ランニングバイクレース。表彰台に立つのは君だ！
　　     ※参加には事前エントリーが必要です(有料・詳しくはHPから）
特典：①参加で1万チャリン ②順位に応じて追加チャリン
定員：各レース36名まで

ペダルなし(バランスバイク)編

へんしんバイク
バランス
トレーニング教室

時間：13:00~16:00 ※30分毎（目安）開催
対象：満3歳から6歳まで ※親子参加型
内容：走る、曲がる、ブレーキで止まる。 
　　　遊びながら自転車に必要なバランスと
　　　体幹を磨きます。 
特典：親子参加で1万チャリン
定員：各回6組まで

ペダルあり(スポーツバイク)編

時間：13:00~16:00　※30分毎（目安）開催
対象：満3歳から6歳まで ※親子参加型
内容：わずか30分で
　　　自転車デビューを目指します！
　　　※上達には個人差があります
特典：親子参加で1万チャリン
定員：各回6組まで

お問い合わせ：A-bank
北海道 事務局　TEL08

0-5582-9533 （平日10:
00-17:00）

お問い合わせ：ミライサイクル　TEL080-9615-0558(担当:田中/平日10:00-17:00）

松田鋼季
アメリカプロバスケットボール独立リー
グ現役選手。2011年に渡米、Chicago 
Steam所属。2015年までの間に地区優
勝４回、全米プレイオブベスト４に貢
献。現在も活躍を続ける。

札幌ノースウィンド
現在道内に５チームある車いすバスケットボ
ールチームの中で最も歴史があり創設40年
近くになるチーム。現在、バスケ好きの選手・
スタッフ10数名で活動中。

参加の注意事項：チョークや水で服や足元が汚れます。
着替えやタオル、汚れても良いサンダル等をご持参ください。

◆当日必要なもの
・お子様の生年月日が確認できるもの（保険証など） 
①ヘルメット ②手袋（指だし製品可）
③肘パッド  ④膝パッド
※パッドが無い（または嫌がる）場合は
長袖ズボンでの参加を了承しますが
ケガには十分ご注意下さい。
ヘルメットと手袋の着用は必須となります。

たべるとくらしの研究所

［http://www.abankh
okkaido.jp/］

農業を営む安斎伸也さんと調
理担当の安斎明子さん。フード
提供を皮切りに、アートやミュ
ージック等、ジャンルを超えて
幅広く活動中。当日、伸也さん
のアート作品『モバイルアース
・オーブン』が登場予定！

チョークをつかって
道路の上に好きなおはなを描いてみよう。
みんなでおはなばたけをつくって、
いつものまちをちがう景色にかえてみよう。
さいごは水できれいに洗い流してしまう
ひとときだけのロードアート！
参加した方には『たべるとくらしの研究所』より
おみやげのプレゼント！
（数量限定・先着順）

1 スクランブル交差点で初の！？
ウエディングセレモニー。
新郎新婦をみんなで
お祝いしよう！

スクランブルステージ

”チア”  ”ストリートジャズ” 
　　　　まちなかダンスステージ
スクランブル交差点がダンスステージに変身！
札幌で活躍するチアとダンスチームが
まちなかを盛り上げる！
※出演者の写真・ビデオ撮影はご遠慮ください。

走る！跳ぶ！登る！移動術と呼ばれる
パルクールのショーをまちなかで披露

毎年まちなか運動会を盛り上げて
くれている札幌国際情報高校の
「ダンプレ」。今年もスクランブル
交差点に登場！

studio140

スクランブルを飛び回る！
　　　　　パルクールショー

札幌国際情報高校 吹奏楽部

札幌第一高校
チアリーダー部

JaST"K"ids

Sapporo
Parkour Krew

フリースタイルフットボール
北海道チャンピオンKURO.が、
サッカーボールを華麗に操る！

フリースタイル
　　　フットボールショー

DJ体験ブース

フリースタイル
フットボーラ―

KURO.

右代啓祐

踊って奏でる！ダンプレ！

まちなかウエディング

 team "Green"
道外での公演を含め年間約50公
演実施。昨年は、全国教育長会
議・全国知事会議の席上でのゲ
ストライブや、北海道150年記念
式典でダンプレライブを行った。

北海道江別市出身。陸上
十種競技日本記録保持
者。リオ・ロンドンオリンピ
ックに出場。2018年アジ
ア競技大会では日本勢初
の２連覇を達成。

札幌のパルクールシーンを盛り上げるため
日々活動する北海道大学のサークル。

国内外で人気を誇る『*G r o o v y 
workshop.』の一員として活動。大
型クラブ「KING∞XMHU」のレジ
デントDJを務め、誰にでもわかりや
すい選曲でフロアを盛り上げる。

札幌を拠点に全国で活動中。そ
の技は世界唯一のオリジナルとし
て評価され世界でも注目を集め
る。フリースタイルフットボールの
普及にも力を入れている。

時間：13:20~14:40
対象：年中～小学生
内容：プロのDJと一緒に
　　　スクラッチ体験♪
特典：１プレイで１万チャリン

スクランブル DJ

スペシャル
　　ゲスト！

DJ SkYATCH a.k.a CHAPS

北海道を拠点とする初
のプロバレーボールチ
ームとして2 0 1 6年に
誕生。来シーズンから
のV２リーグ昇格が決
定している。

ヴォレアス北海道

陸上十種競技アジア王者、右代啓祐が
まちなか運動会を制覇する！

交差点が魅惑のイベントスペースに大変身！＜観覧自由＞

DJ TATSUYA from
 *Groovy workshop.

事前エントリーお申込はこちらから→
お問合せ電話番号：090-4668-7772


