
    
〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉    
●50m プール (50m×25m、水深 0m～3.0m 可変床)  
●25m プール (25m×13m、水深 0.0m～1.2m 可変床)  
〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉10:00～21:00 (遊泳時間は 20 時 50分まで) 
1/2～1/3 は 10：00～17：00 

〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉一般 580 円、65 歳以上の方 140 円、高校生
280 円、ロッカー利用料 50 円、中学生以下は無料 

〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉第 2月曜日(整備日)  
※祝日の場合は第 1 月曜日 機械整備点検整備期間 
(12 月上旬～下旬)・年末年始(12/29～1/1) 

〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉平岸 5条 14 丁目 1-1    
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-832-7529〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.shsf.jp/hiragishi-p/ 

 

～スポーツセーフティートレーニング（姿勢チェック、セルフ
コンディショニング等、完全予約制）を行っています。～ 
〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉●サブアリーナ（バレー2面、バスケット 2面、
テニスコート 2 面、バドミントンコート 8 面、卓球 10
面、フリークライミングウォール） 
●トレーニング室●測定室（運動体力測定、全身持久
力測定、筋力測定など）●ランニングコース（イベン
ト等がない日のみ開放）など 

〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉サブアリーナ 9:00～21:00 
トレーニング室 8：30～22：30 

〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉利用施設により異なりますので、下記に 
確認してください。 

〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉年末年始、月曜日（月 2 回不定）    
〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉豊平 5条 11 丁目 1-1〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-820-1703 
〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉manabi.pref.hokkaido.jp/kitayell/ 

 
～テニス、ソフトテニスの一般開放を行っています。～    
〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉ホール 
〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉テニス、ソフトテニスの一般開放 

9：30～16：30 
〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉テニス、ソフトテニスの一般開放： 
一般 470 円、高校生 250 円、65 歳以上・中学生以下無
料（身分証明書等の提示必要） 

〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉下記にお問い合わせください。    
〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉月寒東 3条 11 丁目 1-1 
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-852-1811〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.tsukisamu-dome.or.jp 

 

〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉●トレーニングルーム 
●屋内アリーナ（野球・サッカーなど。要予約） 

〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉トレーニングルーム 9：30～21：00 
屋内アリーナ 5:00～22：30 
（日時により異なります。） 

〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉 
トレーニングルーム：一般 500 円、高校生・65 歳 
以上 300 円（身分証明書等の提示必要）、 
中学生以下の利用不可 
屋内アリーナ：下記にお問い合わせください。 

〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉下記にお問い合わせください。    
〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉羊ケ丘 1番地 
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-850-1000〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.sapporo-dome.co.jp 

 

歩くスキー無料貸出を行います。 
〈期間〉〈期間〉〈期間〉〈期間〉1/4（水）～3/4（日）〈休日〉〈休日〉〈休日〉〈休日〉1/16（月）、2/13（月） 
〈時間〉〈時間〉〈時間〉〈時間〉10:00～16:00（16:00までに返却） 
中島体育センターのご案内 
〈利用種目〉〈利用種目〉〈利用種目〉〈利用種目〉体育室～バドミントン 3面、卓球 12台、 
小体育室～卓球 8台、剣道 2面他、格技室～柔道 2面他、 
トレーニング室～トレッドミル 4台、エアロバイク 3台他

※日時によって利用種目の変更あり。HPまたはお電話等で要確認 
〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉9:00～21:00（午前の部 9:00～12:30、 

午後の部 13:00～17:00、夜間の部 17:30～21:00） 
〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉一般 390 円、65 歳以上の方 130 円、高校生 
230 円、中学生以下無料（各時間帯毎に利用料が必要） 

〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉毎月第 3月曜日※祝日の場合は第 4月曜日・
年末年始 ※平成 24 年 2月の休館日は 2/13（月）です。 
〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉中央区中島公園 1番 5号 
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-530-5906〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.shsf.jp/nakajima/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

この「健康づくり応援通信」は、豊平区の健康づくりに関する情報などを発信するために発行します。 

健康づくりに関する取り組みをしている皆様にとって、参考になる情報を掲載しましたので、ご活用ください。 

豊平区内や近郊の体育施設について紹介します！豊平区内や近郊の体育施設について紹介します！豊平区内や近郊の体育施設について紹介します！豊平区内や近郊の体育施設について紹介します！    寒い冬も元気に寒い冬も元気に寒い冬も元気に寒い冬も元気に身体を動かしましょう！身体を動かしましょう！身体を動かしましょう！身体を動かしましょう！！！！！    

発行：豊平区健康・子ども課（平岸 6 条 10 丁目 ℡822－2400） 

 

～ヨガ・ピラティス等のフィットネス教室やフィギュアスケー
ト・卓球教室を行っています。～ 
〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉    
●体育室(卓球 20 台あり)（9：00～21：00） 
●スケートリンク（10：00～17：30） 
●歩くスキーコース（1月下旬から開始予定） 

〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉    
体育室 一般 280 円、65 歳以上の方 80 円、 

高校生 150 円、中学生以下無料 
スケート 一般 580 円、65 歳以上の方 140 円、高校生

280 円、中学生以下無料 
〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉第 3月曜日(整備日)・年末年始 ※祝日の 
場合は第 4月曜日（整備日は変更になる場合あり） 

〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉月寒東 1条 8丁目 1-4    
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-851-1972〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.shsf.jp/tsukisamu-gym/ 

 
〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉    
●一般プール (25m×15m、水深 1.1m～1.3m)  
●幼児用プール (15m×8m、水深 0.5m～0.65m)  

〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉10:00～21:00 
〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉平岸プールと同様 
〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉第 3月曜日(整備日)・年末年始  
※祝日の場合は第 4月曜日  
機械整備点検期間 (3 月中旬～3 月下旬) 

〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉美園 6条 1 丁目 1-1    
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-813-6556〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.shsf.jp/toyohira-p/ 

 
～ヨガや太極拳、いきいき体づくり体操等の講習会を行
っています。～ 
〈設備〉〈設備〉〈設備〉〈設備〉●競技室 バドミントン 12 面、卓球 24 台、バ
スケット 2面、テニス 2面、バレー2面、室内ゴルフ、 
ハンドボール 1 面(公式コート)、フットサル 2面  
●体育室バドミントン 3面、卓球 14 台、バレー1 面  
●格技室 ●トレーニング室 
●トレーニングデッキ１周 160m ●多目的室     

〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉〈利用時間〉9:00～21:00 
〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉〈利用料〉一般 390 円、65 歳以上の方 130 円、 

高校生 230 円、中学生以下無料 
〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉〈休館日〉第 3月曜日(整備日)・年末年始 
※祝日の場合は第 4月曜日    

〈住所〉〈住所〉〈住所〉〈住所〉月寒東 2条 20 丁目 4－15    
〈℡〉〈℡〉〈℡〉〈℡〉011-855-0791〈〈〈〈HPHPHPHP〉〉〉〉www.shsf.jp/toyohira-gym/ 

１ 

 

 



 

 

日・曜日 時間 講座・イベント

水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ

詳しくは平岸プールまでお問い合わせください。

（月）（月）（月）（月）    

10:00～10:50 
水中ウォーキング水中ウォーキング水中ウォーキング水中ウォーキング    

音楽に合わせて水中歩行、ストレッチ

10:00～11:00 背骨コンディショニング背骨コンディショニング背骨コンディショニング背骨コンディショニング

背骨チェック・矯正・体操を通して背骨の歪みを解消します。11:10～12:10 

11:50～12:50 水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室    シニアシニアシニアシニア    

13:50～14:50 
アクアシェイプアクアシェイプアクアシェイプアクアシェイプ    （実施期間

水の抵抗を効果的に受けるために

10:50～11:50 
アクアビクスアクアビクスアクアビクスアクアビクス    音楽に合わせて体を動かす本格的な水中エアロビクスです。

（実施期間 1/23～3/12

（火）（火）（火）（火）    

10:20～11:50 水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室    シニアシニアシニアシニア    

12:50～13:50 
らくらく健康スイミングらくらく健康スイミングらくらく健康スイミングらくらく健康スイミング

「楽に」泳ぐため、無理のない泳ぎ方を習得します。初心者から上級者まで

13:50～14:50 水中ウォーキング水中ウォーキング水中ウォーキング水中ウォーキング 

19:30～20:30 アクアビクスアクアビクスアクアビクスアクアビクス （実施期間

（水）（水）（水）（水）    

11:50～12:50    水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室    シニアシニアシニアシニア    

水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室    シニアシニアシニアシニア    

水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室    シニアシニアシニアシニア    

11:50～13:20 

13:20～14:50 

19:00～20:00 
リンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュ

リンパ液の流れを活性化させ、体

19:30～20:30 アクアシェイプアクアシェイプアクアシェイプアクアシェイプ    （実施期間

（木）（木）（木）（木）    

12:00～13:00 
ウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップ

音楽に合わせて水中歩行、ストレッチ、アクアビクスを行い心肺機能を高めます。

10:00～11:00 
健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング

初めての方におススメ！関節に不安があっても安心して参加できます。

19:30～20:30 
アクアグローブアクアグローブアクアグローブアクアグローブ    （実施期間

効果的に水圧・水流を得るためのアクアグローブを使用した水中アクササイズ。

13:50～14:50 
シュノーミングシュノーミングシュノーミングシュノーミング    （実施期間

マスクとシュノーケルと足ひれを使用した、新しいプールエクササイズです。

（金）（金）（金）（金）    
10:30～11:30 リンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュ

13:20～14:50 水泳教室水泳教室水泳教室水泳教室    シニアシニアシニアシニア    

（土）（土）（土）（土）    

11:50～12:50 ウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップ

12:50～13:50 健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング

14:00～15:00 アクアシェイプアクアシェイプアクアシェイプアクアシェイプ（実施期間

19:30～20:20 女性限定ガールズアクア女性限定ガールズアクア女性限定ガールズアクア女性限定ガールズアクア

１１１１////２２２２

（（（（月月月月））））    

10:00～
17:30  

スケート（一般開放スケート（一般開放スケート（一般開放スケート（一般開放    ））））    
利用料金 1ページをご覧ください。

9:00 
～12:30 

卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）
持ち物 運動着、上靴、靴入れ袋

利用料金 1 ページをご覧ください。
13:00 
～17:00 

３３３３（（（（火火火火））））    

10:00～
17:30 

スケート（一般開放スケート（一般開放スケート（一般開放スケート（一般開放 ））））    
利用料金 1ページをご覧ください。

9:00 
～12:30 

卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）
持ち物 運動着、上靴、靴入れ袋

利用料金 1 ページをご覧ください。
13:00 
～17:00 

10101010（火）（火）（火）（火）    
13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放 室内用スポンジボールを使用したゴルフが楽しめます。

スポンジボール・打席マットは貸出しします。

持ち物 クラブ、上靴、靴入れ袋

予定が変更となる場合があります。

11111111（水）（水）（水）（水）    
10:00～
12:00 

歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会    ※スキーの無料貸し出しあり。

募集期間 H23/12/19～受付開始。定員になり次第終了。（午前

定員･レベル 15 名・初心者 

17171717（火）（火）（火）（火）    
13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの

24242424（（（（火火火火））））    

9:30～
16:30 

ソフトテニス一般開放ソフトテニス一般開放ソフトテニス一般開放ソフトテニス一般開放    
詳細についてはお問い合わせください。

10:00～

12:00 
歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会    
※詳細は 2ページの 1/11（水）

13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの

イベントタイトル/主催者/お問合せ先 

水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ水泳・ウォーキング・アクアビクス・ヨガ    など、多種多様な教室を開講中です。 

お問い合わせください。○問 011-832-7529    

    （実施期間 1/23～3/12） 

音楽に合わせて水中歩行、ストレッチ、アクアビクスを行い心肺機能を高めます。

背骨コンディショニング背骨コンディショニング背骨コンディショニング背骨コンディショニング    （実施期間 1/23、30、2/13、27、3/12、19） 

背骨チェック・矯正・体操を通して背骨の歪みを解消します。    

    レベル３レベル３レベル３レベル３（65 歳以上の方対象）（実施期間 1/11～3/14）    

（実施期間 1/23～3/12） 

水の抵抗を効果的に受けるためにアクアフィン等を使用します。 

音楽に合わせて体を動かす本格的な水中エアロビクスです。 

3/12）    

    レベル５レベル５レベル５レベル５（65 歳以上の方対象）（実施期間 1/10～3/13） 

らくらく健康スイミングらくらく健康スイミングらくらく健康スイミングらくらく健康スイミング（実施期間 1/10～3/13） 

「楽に」泳ぐため、無理のない泳ぎ方を習得します。初心者から上級者まで OK！ 

 （実施期間 1/10～3/13）  

（実施期間 1/10～3/13）    

    レベル３レベル３レベル３レベル３        （65 歳以上の方対象）    

    レベル４レベル４レベル４レベル４        （実施期間 1/11～3/14） 

    ゆったりゆったりゆったりゆったり    

リンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュ（実施日 1/18、2/1、2/15、2/29）    

リンパ液の流れを活性化させ、体の老廃物を排出するテクニックです。    

（実施期間 1/11～3/14）    

ウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップ    （実施期間 1/12～3/15）    

音楽に合わせて水中歩行、ストレッチ、アクアビクスを行い心肺機能を高めます。

健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング（実施期間 1/12～3/15）    

初めての方におススメ！関節に不安があっても安心して参加できます。    

（実施期間 1/12～3/15）    

効果的に水圧・水流を得るためのアクアグローブを使用した水中アクササイズ。    

（実施期間 1/12～3/15）    

マスクとシュノーケルと足ひれを使用した、新しいプールエクササイズです。 

リンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュリンパドレナージュ（実施日 1/20、2/3、2/17、3/2）    

    レベル５レベル５レベル５レベル５（65 歳以上の方対象）（実施期間 1/13～3/16） 

ウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップウォーキングレベルアップ（実施期間 1/14～3/17） 

健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング健康美ウォーキング（実施期間 1/14～3/17）    

（実施期間 1/14～3/17）    

女性限定ガールズアクア女性限定ガールズアクア女性限定ガールズアクア女性限定ガールズアクア （実施期間 1/14～3/10）女性限定の教室です。    

    
ページをご覧ください。 ○問 011-851-1972 

卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）    
運動着、上靴、靴入れ袋  貸出用具 ラケット、ボール、シャトル 

ページをご覧ください。  ○問 011-530-5906 

    
ページをご覧ください。○問 011-851-1972 

卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）卓球、バトミントン、格技系種目、トレーニング（中学生以下は入室禁止）    
運動着、上靴、靴入れ袋  貸出用具 ラケット、ボール、シャトル 

ページをご覧ください。  ○問 011-530-5906 

室内用スポンジボールを使用したゴルフが楽しめます。    
スポンジボール・打席マットは貸出しします。利用料金 1 ページをご覧ください。 

、靴入れ袋 ○問 011-855-0791 ※2/7～3/27 は大会等により開放

予定が変更となる場合があります。HP またはお電話でご確認ください。 

※スキーの無料貸し出しあり。    

～受付開始。定員になり次第終了。（午前 9時～午後 5時迄） 

 受講料 700 円 ○問 011-530-5562（アウトドア講習会係） 

ページの 1/10（火）をご覧ください。 

    利用料金 1ページをご覧ください。 

詳細についてはお問い合わせください。○問 011-852-1811    

（水）をご覧ください。    

ページの 1/10（火）をご覧ください。 

２ 

 

会場・集合場所など 

平岸プール平岸プール平岸プール平岸プール    
（平岸 5条 14 丁目） 

、アクアビクスを行い心肺機能を高めます。 

豊平公園温水プール豊平公園温水プール豊平公園温水プール豊平公園温水プール    
（美園 6条 1丁目） 

○問 011-813-6556 

 

※受講料等、詳細については 

お問い合わせください。 

※事前申込必要 

    

    

 

 

音楽に合わせて水中歩行、ストレッチ、アクアビクスを行い心肺機能を高めます。 

    

 

    

月寒体育館月寒体育館月寒体育館月寒体育館    
（月寒東 1条 8丁目） 

    
中島体育センター中島体育センター中島体育センター中島体育センター    
(中島公園 1番 5号) 

月寒体育館月寒体育館月寒体育館月寒体育館    
（月寒東 1条 8丁目） 

    
中島体育センター中島体育センター中島体育センター中島体育センター    
(中島公園 1番 5号) 

は大会等により開放

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

 

中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、    
中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース    
（中島公園 1番 5号） 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム    
（月寒東 3条 11 丁目 1-1）    

中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、    
中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース    

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    



25252525（（（（水水水水））））    
9:30 ～

16:30 

テニス（硬式）一般開放テニス（硬式）一般開放テニス（硬式）一般開放テニス（硬式）一般開放        
利用料金 1ページをご覧ください。 

※詳細についてはお問い合わせください。○問 011-852-1811 

北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム    

（月寒東 3条 11 丁目 1-1）    

26262626（（（（木木木木））））    
9:30～
16:30 

ソフトテニス一般開放ソフトテニス一般開放ソフトテニス一般開放ソフトテニス一般開放    
利用料金 1ページをご覧ください。 

※詳細についてはお問い合わせください。○問 011-852-1811 

北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム    
（月寒東 3条 11 丁目 1-1 

31313131（（（（火火火火））））    

9:30～
16:30 

テニス（硬式）一般開放テニス（硬式）一般開放テニス（硬式）一般開放テニス（硬式）一般開放        
利用料金 1ページをご覧ください。 

※詳細についてはお問い合わせください。○問 011-852-1811 

北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム北翔クロテック月寒ドーム    
（月寒東 3条 11 丁目 1-1 

13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

17:30～ 
20:45 

バドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフル    個人開放個人開放個人開放個人開放    
利用料金一般 500 円、高校生 300 円、65 歳以上及び中学生以下無料（身分証明等の掲示

必要）○問 011-820-1703※大会・イベント等により日程が変更となる場合があります。 

北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる    
地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ    
（豊平 5条 11 丁目 1-1） 

２２２２////５５５５

（（（（日日日日））））    

8:50～ 
スタート 

第３２回第３２回第３２回第３２回    札幌国際スキーマラソン大会札幌国際スキーマラソン大会札幌国際スキーマラソン大会札幌国際スキーマラソン大会    
種目 スキーマラソン 50 ㎞・25㎞、歩くスキー10 ㎞・5㎞・3㎞（申込終了） 

※参加の事前申込は終了しました。 

※スノーラフティングやチューブ滑りなど無料で楽しめるサブイベントや選手の応援 

などが会場で楽しめます。 

○問  011－530－5562（財団法人さっぽろ健康スポーツ財団「札幌国際スキーマラソン大

会実行委員会事務局」受付時間：午前 9時～午後 5時 土・日・祝日は休み） 

札幌ドーム札幌ドーム札幌ドーム札幌ドーム（羊ケ丘１番地）    

7777（（（（火火火火））））    
13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

11111111（（（（土土土土））））    
10:00～
12:00 

「第「第「第「第 4444 回月体わくわく雪まつり」回月体わくわく雪まつり」回月体わくわく雪まつり」回月体わくわく雪まつり」    
内容 スノーモービルでラフティングボードを引っ張るスノーラフティング体験や巨大

滑り台、雪中宝探し等のイベント開催予定。 

参加料 300 円 ○問 011-851-1972 

月寒体育館屋外競技場月寒体育館屋外競技場月寒体育館屋外競技場月寒体育館屋外競技場 
（月寒東 1条 8丁目） 

12121212（（（（日日日日））））    
10:00～ 

14:00 

第６回とよひらおもしろスノーパーク第６回とよひらおもしろスノーパーク第６回とよひらおもしろスノーパーク第６回とよひらおもしろスノーパーク    
※4ページのお知らせをご覧ください。 

月寒公園坂下球場月寒公園坂下球場月寒公園坂下球場月寒公園坂下球場    
（美園 11条 7・8丁目） 

14141414（（（（火火火火））））    

13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

17:30～ 

20:45 

バドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフル    個人開放個人開放個人開放個人開放    
利用料金一般 500 円、高校生 300 円、65 歳以上及び中学生以下無料（身分証明等の掲示

必要）○問 011-820-1703※大会・イベント等により日程が変更となる場合があります。 

北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる    
地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ    
（豊平 5条 11 丁目 1-1） 

15151515（水）（水）（水）（水）    10:30～ 

歩くスキー歩くスキー歩くスキー歩くスキー    
持ち物 飲み物・交通費 ※参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

○問 011-856-8386（どんぐりの会 佐藤） 

中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、    
中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース    

21212121（（（（火火火火））））    

13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

17:30～ 
20:45 

バドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフル    個人開放個人開放個人開放個人開放    
利用料金一般 500 円、高校生 300 円、65 歳以上及び中学生以下無料（身分証明等の掲示

必要）○問 011-820-1703※大会・イベント等により日程が変更となる場合があります。 

北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる    
地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ    
（豊平 5条 11 丁目 1-1） 

22228888（（（（火火火火））））    
13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

３月受付開始予定！！３月受付開始予定！！３月受付開始予定！！３月受付開始予定！！  北ガスグループ北ガスグループ北ガスグループ北ガスグループ    ６時間リレーマラソン６時間リレーマラソン６時間リレーマラソン６時間リレーマラソン inininin    札幌ドーム（札幌ドーム（札幌ドーム（札幌ドーム（平成２４年初夏 開催予定） 

～札幌ドームの特設コースを、１～１０人のチームで「たすき」をつなぎながら６時間走るレースです。～ 

○問 011-204-8400（北ガスグループ６時間リレーマラソン運営事務局）※詳しくは札幌ドームＨＰ（１ページ）をご覧ください。 

３３３３////1111
（（（（木木木木））））    

10:00～
12:00 

歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会    
※詳細は 2ページの 1/11（水）をご覧ください。    

中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、    
中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース    

6666（（（（火火火火））））    

9:40～ 

滝野すずらん公園スノーチューブすべり滝野すずらん公園スノーチューブすべり滝野すずらん公園スノーチューブすべり滝野すずらん公園スノーチューブすべり    
持ち物 昼食・飲み物・交通費 ＊参加希望の方は事前にお問い合わせください。 

○問 011-831-5572（スターキングの会 青戸
あ お と

） 

地下鉄真駒内駅バス待合室地下鉄真駒内駅バス待合室地下鉄真駒内駅バス待合室地下鉄真駒内駅バス待合室    
（南区真駒内） 

13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

17:30～ 
20:45 

バドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフルバドミントン・クライミング・ビームライフル    個人開放個人開放個人開放個人開放    
利用料金一般 500 円、高校生 300 円、65 歳以上及び中学生以下無料（身分証明等の掲示

必要）○問 011-820-1703※大会・イベント等により日程が変更となる場合があります。 

北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる    
地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ    
（豊平 5条 11 丁目 1-1） 

8888（（（（木木木木））））    
10:00～
12:00 

歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会歩くスキー講習会    
※詳細は 2ページの 1/11（水）をご覧ください。    

中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、中島体育センター内、    
中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース中島公園歩くスキーコース    

7777（水）（水）（水）（水）    
9:00～
12:45 

バドミントン・卓球・ゲートボールバドミントン・卓球・ゲートボールバドミントン・卓球・ゲートボールバドミントン・卓球・ゲートボール    個人開放個人開放個人開放個人開放    
利用料金一般 500 円、高校生 300 円、65 歳以上及び中学生以下無料（身分証明等の掲示

必要）○問 011-820-1703 ※大会・イベント等により日程が変更となる場合があります。 

北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる北海きたえーる    
地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ地下１階サブアリーナ    
（豊平 5条 11 丁目 1-1） 

13131313（火）（火）（火）（火）    
13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    

27272727（火）（火）（火）（火）    
13:00～
17:00 

ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放ゴルフの一般開放  

※詳細については、2ページの 1/10（火）をご覧ください。 

豊平体育館豊平体育館豊平体育館豊平体育館    
（月寒東 2条 20 丁目）    
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日時：平成２４年２月１２日（日）10 時 00 分～14 時 00 分 
場所：月寒公園坂下球場（美園 11 条 7・8 丁目） 
内容：スポーツ体験コーナー（キックターゲット、ストラックアウト等）、 

健康づくり応援コーナー（スノーシュー）、チューブすべりコーナー、 
除雪車試乗体験コーナー、ダンスタイム、北海学園大学・札幌大学運営ステージコーナー等 

入場料 無料 駐車場 ありません。公共の交通機関でご来場ください。 

申込 事前申込は不要です。直接会場へお越しください。 

問い合わせ先 011-822-2400（内 203）豊平区役所地域振興課  

お酒を飲んでいる人お酒を飲んでいる人お酒を飲んでいる人お酒を飲んでいる人    

●急いでいると、足元への注意力が散漫になります。また、転んだときの衝撃も大きくなりやすいので、冬は特に「余裕をもっ

て」行動し、「急がず、焦らず」歩くことが大切です。 

●札幌中心部の救急搬送者数を見ると、大通とすすきの周辺での転倒者がダントツで多く、

時間帯も 18 時～24 時が最も多くなっています。 

●酔っ払っているときは、足元への注意力が散漫になり、動きも鈍ります。 

●携帯電話で話に夢中になるなど、何かに気をとられていると足もとへの注意力が散漫になります。 

●両手に荷物を持っていたり、手をポケットに入れていると、急な動きに反応できず、ケガにつながります。持ち物がある

場合は、バッグよりも両手が自由になるリュックがお勧めです。 

急いでいる人急いでいる人急いでいる人急いでいる人    

何かに気をとられている人何かに気をとられている人何かに気をとられている人何かに気をとられている人    

両手がふさがっている人両手がふさがっている人両手がふさがっている人両手がふさがっている人    

ホームページ「転ばないコツ」公開中！ http://tsurutsuru.jp/ 

「「「「第第第第６６６６回回回回とよひらおもしろスノーパークとよひらおもしろスノーパークとよひらおもしろスノーパークとよひらおもしろスノーパーク」」」」    

～つるつる路面を安心して歩くための心得を知り、転倒を予防し、 
冬を健康的に過ごしましょう！～  

厳しい冷え込みの時よりも、マイナス 2℃前後の時につるつる路面ができやすくなりま

す。朝 9時から 10時の時間帯や夕方 5時以降の時間帯は転倒事故が多い時間帯です。 

転ばないように、靴の裏 

全体をつけて、小さな歩幅

でそろそろと・・・ 

 

 

●雪みちを歩くときは、重心を前におき、できるだけ

足の裏全体を路面につける気持ちで歩きましょう。 

 

 

●見るからに滑りそうな道や、凍った路面の上にさっ

と雪が積もったような所では、歩幅を小さくしてそろ

そろ歩きましょう。 

 

利用料金一般 500 円、高校生 300 円、 

●いくら歩き方を理解したつもりでも、急いでいる時

は忘れがちに。 

時間に余裕を持って、急がず、焦らず歩くようにしま

しょう。 

 

 

 

 

靴の裏全体を路面につけて歩く靴の裏全体を路面につけて歩く靴の裏全体を路面につけて歩く靴の裏全体を路面につけて歩く    

小さな歩幅でそろそろ小さな歩幅でそろそろ小さな歩幅でそろそろ小さな歩幅でそろそろ歩く歩く歩く歩く    

急がず、焦らず、余裕を持って歩く急がず、焦らず、余裕を持って歩く急がず、焦らず、余裕を持って歩く急がず、焦らず、余裕を持って歩く    

４ 

※詳しくは広報さっぽろ１月号をご覧ください。 

ご来場お待ちしています。 

○Ｃ 2005.H.N.F 


