
                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

   

１  １日 金 カキラ 

２日 土  

３日 日 憲法記念日 

４日 月 みどりの日 

５日 火 屋台村高校野球招待試合 広商・高松北・尼崎小田  

６日 水 振替休日 

７日 木 休館日  

８日 金 カキラ 

９日 土  

１０日 日  

１１日 月 幼児体操・１２３ 

１２日 火 エアロビック  

１３日 水 ひとりでできる門・ぴんぴん・エアロビックサークル 

１４日 木 休館日 豊平グラウンド・ゴルフ大会 

１５日 金 カキラ 

１６日 土  

１７日 日  

１８日 月 幼児体操・１２３ 

１９日 火 エアロビック 

２０日 水 ひとりでできる門・ぴんぴん・エアロビックサークル 

２１日 木 休館日  

２２日 金 カキラ 

２３日 土  

２４日 日  

２５日 月 幼児体操・１２３ 

２６日 火 エアロビック 

２７日 水 チャレンジデー2015 北広島町 Vｓ 北海道芽室町 

ひとりでできる門・ぴんぴん・エアロビックサークル 

２８日 木 休館日 

２９日 金 カキラ 

３０日 土  

３１日 日  

ＷＩＮＧ 
ステーション Vol.９８ 

ウイング・５月の予定 

元気になりたい方！必見！ 元気づくり体験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行・平成２7 年４月 17 日 

広島県山県郡北広島町都志見 1２６０９ 

（一財）どんぐり財団 

電話：（０８２６）８４－１４１４ 

ＩＰ：０５０－５８１２－１４１４ 

お得な情報いっぱいのＨＰは、 
 

豊平総合運動公園 検索 クリック 

５月のウイング健康サポート号 
５月１３日    原方面 

５月２０日   吉坂方面 

５月２７日    都谷方面 

ぴんぴん体操やグラウンド・ゴルフの利用時にぜひ健康サポート

号をご利用ください。 

健康サポート号に乗車希望の方は、前日までに８４－１４１４ 

までお申し込みください。皆さん誘い合ってお乗り下さい。 

千代田温水プール SuiSui 5月末までの予定 

豊平グラウンド・ゴルフ大会結果 

「元気リーダーコース」※この地域の方なら誰でも参

加できます。地域住民主体の「元気リーダーコース」

を下記のとおり行っています。 

★阿坂地区 月・水 14：00～15：30  

上阿坂活性化センター   無 料 

★原東地区 火・木  9：30～11：00  

原東生活改善センター 500円/月 

屋内グラウンド・ゴルフ大会結果 

 

H26 年度最終の３月１８日（水）は名の参加
で大会を開催しました。結果は次のとおりで
す。(３R２４ホール) 
 
第 1位 田尾マツエ（長 笹）５１打H３本 
第 2位 広増 春実 (志路原）５１打H２本 
第 3位 佐々木政登（都志見）５４打H２本 
 

食の浪漫紀行どんぐり春の陣 2015 

  道の駅豊平どんぐり村特設会場で開催されます。ご家族で楽し 

める企画満載です。みんなそろっておこしください。 

日 時 平成２７年４月２６日(日) 11：00～15：00 

場 所 特設会場 多目的 GBコート 

内 容 チーム対抗！熱闘カラーコーンだおし 事前申込み 

    芝生で赤ちゃんハイハイ選手権    事前申込み 

    吉木神楽団による２幕の神楽上演  

※詳しくは裏面をご覧ください 

春です！薄着の季節になります！  

そうだトレーニングジムに行こう！！ 

  

元気づくり体験「にこやか集会コース」 
 
平成２７年度北広島町元気づくり体験「にこやか
集会コース」が新たに中原地区で開催されます。 
中原地区の方はお気軽に参加ください。 
場 所 中原老人集会所 
日 程 中原地区の方には、先月の各戸配布で配 
    布させていただいています。 
持参物 動きやすい服装・タオル・飲み物 
参加費 無料 
実施主体 北広島町役場 保健課 

ビックスリッパ(トイレ用)を整備しました 
 

４月９日（木）H2７年度初めての大会は晴天
の中開催されました。８３名の参加で結果は次
のとおりです。(4ラウンド 32ホール) 
 
第 1位 織田 建三（都志見）６２打H４本 
第 2位 藤田 孝司 (西 宗）６７打H３本 
第 3位 竹井 光行（琴 庄）６９打H２本 

 

平 日 10：00～21：00 (受付 20：30まで) 
日祝日 10：00～17：00 (受付 16：30まで) 

◆アクアエクササイズ(初級) 月曜日 13：15～14：00   

(中級) 水曜日 13：15～14：00 

          (初級) 土曜日 10：15～11：00   

◆初めての水中歩行 (初級) 月曜日 10：15～11：00  

◆スイミング        火曜日 13：15～14：00   

  ワンポイントレッスン  水曜日 19：00～19：45   

◆SuiSui サークル      土曜日 16：00～17：00   

◆ストレッチ   (初級)  火曜日 19：00～19：45   

◆幼児水泳教室          金曜日 18：00～18：45  

※日曜日は全コースフリーになっております。 

※水着・キャップのレンタルもあります。 

お問い合わせ・教室申込みは温水プールスイスイ

0826-72-8823までお願いします。 

                      

春になり薄着の季節になりました。二の腕を少しシェイ
プしたい方。季節の変わり目でなんか体がだるい方、一緒
に身体を動かしませんか？身体を動かすと気持ちもすっき
りしてきます。約コーヒー一杯の値段で心も身体もすっき
り！回数券や月会員券だともっとお得になります。詳しく
はお問い合わせください。ジムでお待ちしています！！ 

～健康サポート指導員さん～ 
今年度も３名のサポート指導員さんにお世話になりま

す。水曜日の午前「ひとりでできる門サークル」では、皆
様の身近な存在としてご協力していただきます。よろしく
お願いいたします。 

グラウンド・ゴルフのシーズンが始まりました！平日の予約が
ない日は多目的グラウンドにホールを設置しますのでぜひご利用
ください！ ※利用料 310円 屋台村会員 210円 
 

 

お客様の声で「男子トイレにある 

ビックスリッパを増やしてほしい」 

の声にお応えし各トイレに靴のまま 

はけるスリッパを用意しました。 

ご来館の際は、ぜひご利用ください。 

ゴールデンウィークはどんぐり村へ 

 

「頑張る姿」 募集 

 

 

とよひらウイングの展示スペースに、スポー
ツ活動を中心にした地域住民の「頑張る姿」の
展示をしています。より多くの方の「頑張る姿」
を展示したいと思いますので、スポーツで頑張
って活躍されている方がいらっしゃいました
ら教えてください。皆様からの情報をお待ちし
ています。 

 

多くの方はご存知と思いますが、どんぐり村の中
には家族で楽しめるものがたくさんあります。 
*110ｍのジャンボローラーすべり台 
 ご利用の際はレンタルマットが必要です 
平日２時間・土日祝１時間 ２１０円 

*バーべキュー 屋内ゲートボールコートにて 
 雨の日でも屋根があるので安心です。 
 小学生以上 ひとり２１０円 （要予約） 
焼き台や机のレンタルもあります(有料) 

*スリッパ卓球 スリッパで作られた卓球ラケッ 
 トです。 １時間 510円 
他にも気持ちいい緑の芝生があります！ 
ゴールデンウィークは 
家族そろってどんぐり村へ 
遊びに来てください。 籔さん 今田さん 

豊平中学校との連携 

どんぐり財団は、豊平中学校の

子ども達の支援（学校部活動の 

場の提供や収益の一部をスポーツ振興費

として寄付）を行っています。今年も引き

続き、中学校と連携を強化し子ども達のス

ポーツ環境を整える支援・応援をしていき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

玉井さん 


