
7777

いのがいのがいのがいのが

のののの補給補給補給補給

がけがけがけがけ

意意意意することなどがすることなどがすることなどがすることなどが

しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう

【【【【第第第第

開催場所開催場所開催場所開催場所

のののの無無無無

日時日時日時日時

うちにうちにうちにうちに

    

 

 

 

《《《《ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ

 6666

がががが無無無無

    「「「「ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ

講座名

内 

講 

対 

定 

日 

回 

受講料

持参品

受付日時

受講料納

入 

申込方法

7777 月月月月になりになりになりになり暑暑暑暑さもさもさもさも

いのがいのがいのがいのが日射病日射病日射病日射病・・・・熱中症熱中症熱中症熱中症

補給補給補給補給もももも））））②②②②暑暑暑暑いいいい

がけがけがけがけ、、、、外出外出外出外出するときはするときはするときはするときは

することなどがすることなどがすることなどがすることなどが

しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！    

第第第第 12121212 回回回回にしおかにしおかにしおかにしおか

開催場所開催場所開催場所開催場所はははは昨年昨年昨年昨年

無無無無いいいい様様様様にしてにしてにしてにして

日時日時日時日時はははは 7777 月月月月 21212121

うちにうちにうちにうちに投票投票投票投票してそれからしてそれからしてそれからしてそれから

ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ袋取扱袋取扱袋取扱袋取扱

6666 月号月号月号月号でもおでもおでもおでもお知知知知らせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたが

くなりくなりくなりくなり次第次第次第次第取扱取扱取扱取扱

ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ

講座名 

 容 

音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も

ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！

皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！

 師 

 象 

女性限定

豊平区

高生

 員 

 時 

 数 

8/23

受講料 

持参品 

受付日時 

受講料納

 

申込方法 

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

さもさもさもさも本格化本格化本格化本格化してしてしてして

熱中症熱中症熱中症熱中症でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか

いいいい日日日日はははは判断早判断早判断早判断早

するときはするときはするときはするときは帽子帽子帽子帽子やややや

することなどがすることなどがすることなどがすることなどが重要重要重要重要とととと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております

    

にしおかにしおかにしおかにしおか夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり

昨年昨年昨年昨年とととと同同同同じくじくじくじく「「「「札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学

にしてにしてにしてにして下下下下さいさいさいさい。。。。    

21212121 日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前

してそれからしてそれからしてそれからしてそれから「「「「にしおかにしおかにしおかにしおか

ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ袋取扱袋取扱袋取扱袋取扱いいいい中止中止中止中止のおのおのおのお

らせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたが

取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを中止致中止致中止致中止致しますしますしますします

ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ袋袋袋袋」」」」取扱取扱取扱取扱いいいい場所場所場所場所

ストレッチ

音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も

ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！

皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！

札幌

指導員

女性限定 

豊平区にお住まいかお

高生を除く） 

8/23 8/30 

10：

受講料

動きやすい服装

8/13（火）～

8/21

先着順

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

してしてしてして参参参参りましたがこのりましたがこのりましたがこのりましたがこの

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。予防策予防策予防策予防策

判断早判断早判断早判断早くくくく無理無理無理無理なななな運動運動運動運動

やややや日傘日傘日傘日傘でででで直射日光直射日光直射日光直射日光

われておりますわれておりますわれておりますわれております

まつりまつりまつりまつり】】】】    

札幌大学札幌大学札幌大学札幌大学のののの駐車場駐車場駐車場駐車場

午前午前午前午前 11111111 時時時時スタートスタートスタートスタート

にしおかにしおかにしおかにしおか夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ》》》》    

らせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたがらせいたしましたが、、、、当当当当センターでセンターでセンターでセンターで

しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様

場所場所場所場所・・・・・・・・・・・・・・・・「「「「まちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンター

ストレッチ＆リズム

音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も

ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！

皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！

札幌フィジカル・カルチャー

指導員  日岡

まいかお勤めの

40 名

 9/6 9/13

：00～11：30

受講料 2,000

服装・スポーツタオル・

）～8/21（水） 

8/21（水）17：

先着順 窓口優先

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

りましたがこのりましたがこのりましたがこのりましたがこの時期時期時期時期

予防策予防策予防策予防策としてはとしてはとしてはとしては①①①①こまめなこまめなこまめなこまめな

運動運動運動運動はははは控控控控えるえるえるえる③③③③

直射日光直射日光直射日光直射日光をををを避避避避けるけるけるける

われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。日射病日射病日射病日射病・・・・熱中症熱中症熱中症熱中症

駐車場駐車場駐車場駐車場」」」」にににに決定決定決定決定

スタートスタートスタートスタート、、、、第第第第 25252525 回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙

まつりまつりまつりまつり」」」」ににににみんなでみんなでみんなでみんなで

    

センターでセンターでセンターでセンターで交付交付交付交付しておりましたしておりましたしておりましたしておりました

皆様皆様皆様皆様にはごにはごにはごにはご不便不便不便不便

まちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンター

リズム体操講座 

音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も

ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！ほぐしてリフレッシュしましょう！    

皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！

フィジカル・カルチャー 

日岡 千香子 

めの 15 歳以上

名 

9/13 いずれも

30  4 回 

2,000 円 

・スポーツタオル・飲料水

 9：00～17

：00 まで 

窓口優先 電話の

講講講講    座座座座

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

時期時期時期時期、、、、気気気気をををを付付付付けていただきたけていただきたけていただきたけていただきた

こまめなこまめなこまめなこまめな水分補給水分補給水分補給水分補給

③③③③通気性通気性通気性通気性のののの良良良良

けるけるけるける④④④④「「「「寝不足寝不足寝不足寝不足

熱中症熱中症熱中症熱中症にににに注意注意注意注意

決定決定決定決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました

回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙

みんなでみんなでみんなでみんなで行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう

しておりましたしておりましたしておりましたしておりました「「「「ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ

不便不便不便不便をおをおをおをお掛掛掛掛けけけけ致致致致しますがしますがしますがしますが

まちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンター」（」（」（」（TELTELTELTEL    854854854854

 

音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も音楽にのって軽い運動をすることによって体も心も

皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！皆さん一緒に楽しく身体を動かしましょう！    

 

  

歳以上の方（中

いずれも金曜日 

  

飲料水 

17：00 

の場合（西岡福住地区

座座座座    のののの    ごごごご    案案案案

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

けていただきたけていただきたけていただきたけていただきた

水分補給水分補給水分補給水分補給（（（（塩分塩分塩分塩分

良良良良いいいい服装服装服装服装にににに心心心心

寝不足寝不足寝不足寝不足」」」」やややや「「「「食生活食生活食生活食生活

注意注意注意注意してしてしてして北海道北海道北海道北海道

いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。みなさみなさみなさみなさ

回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙

きましょうきましょうきましょうきましょう！！！！    

ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ

しますがしますがしますがしますが、、、、ごごごご理解理解理解理解

854854854854－－－－0357035703570357）「）「）「）「豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所

背骨

「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ

グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝

痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。

（一社）背骨

スペシャリスト・

豊平区内にお

（中高校生を

なお、骨折・

ある方）はご

8/23

バスタオル・スポーツタオル・

8/13

西岡福住地区センタ

案案案案    内内内内    

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

心心心心

食生活食生活食生活食生活のののの乱乱乱乱れれれれ」」」」にににに注注注注

北海道北海道北海道北海道のののの短短短短いいいい夏夏夏夏をををを楽楽楽楽

みなさみなさみなさみなさままままおおおお間違間違間違間違ええええ

回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙回参議院議員通常選挙とととと同同同同じじじじ日日日日になるかもしれませんがになるかもしれませんがになるかもしれませんがになるかもしれませんが

ボランティアごみボランティアごみボランティアごみボランティアごみ袋袋袋袋」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては

理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をおをおをおをお

豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所

令和元年令和元年令和元年令和元年

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡

TELTELTELTEL    852852852852

背骨コンディショニング

「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ

グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝

痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。

背骨コンディショニング

スペシャリスト・作業療法士

にお住まいかお

を除く） 

・外傷・妊娠中

はご参加いただけません

8/23 8/30  

13：30～

受講料

動きやすい服装

バスタオル・スポーツタオル・

8/13（火）～8/21

8/21（水

センタ― 011

・納入された受講料は原則としてお返しできません。・応募者が少数の場合は中止することがあります。

注注注注

楽楽楽楽

ええええ    

になるかもしれませんがになるかもしれませんがになるかもしれませんがになるかもしれませんが

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては諸般諸般諸般諸般のののの事情事情事情事情

をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所豊平南清掃事務所」（」（」（」（TELTELTELTEL    583583583583

令和元年令和元年令和元年令和元年 7777 月発行月発行月発行月発行        

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡 4444

852852852852－－－－4687468746874687        FAXFAXFAXFAX

コンディショニング 体操体験会

「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ「背骨の歪みを整えて全身の不調を改善する運動プロ

グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝グラム」。自宅で自分で行える体操を通して、腰痛・膝

痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。痛・肩こりなどの不調を改善する方法を学ぶ。
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