
勉強会勉強会勉強会勉強会などのおなどのおなどのおなどのお

○コミュニティビジネスソーシャルビジネス

 知的障害者に導かれた企業経営と

 ～「日本でいちばん大切にしたい

と き ２月２５日（金）１３

ところ ＴＫＰきょうさいサロン

    （中央区北４条西１丁目共済

参加費 無料 

講 師 大山 泰弘氏（日本理化学工業株式会社会長

    金城 朝子氏（ＮＰＯ

    他多数 

問合せ はまなす財団 

      ０１１－２０５－５０１１

○ おせっかいな寺小屋 

～市民のための福祉・リハビリ

と き ２月２６日（土）１３

ところ 札幌医療福祉デジタル

  （北区北６条西１丁目３－

参加費 無料 

定 員 ４０名（先着申込み順

講 師 杉岡 直人氏（北星学園大学社会福祉学部教授

問合せ 北海道ＮＰＯサポートセンター

０１１－２９９－６９４０

○ 新しい公共とは？公教育のあり

 ～公教育のあり方に関する提言～

と き ２月２７日（日）１３

ところ ＨＡＣＨＡＭ ＡＲＴ

    （発寒５条３丁目１２－３

参加費 無料 

主 催 北海道フリースクール

後 援 多様な教育を推進するためのネットワーク

    Educational Future Center

 

※上記の学集会への参加を希望される

たチラシと申込用紙がありますので

などのおなどのおなどのおなどのお知知知知らせらせらせらせ  

コミュニティビジネスソーシャルビジネス５団体連携フォーラム 

と国への期待 

にしたい社会」からの提言～ 

１３：３０～１９：００ 

きょうさいサロン ７・８階／５会場 

丁目共済ビル） 

日本理化学工業株式会社会長） 

（ＮＰＯ法人子どもサポートどろんこクラブ代表） 

５０１１ 

講座～ 

１３：００～１６：００ 

デジタル専門学校 ５０２号室 

－１） 

順） 

北星学園大学社会福祉学部教授） 

サポートセンター 

６９４０ 

のあり方とは？ 

～公教育をどう築き上げていくか～ 

１３：３０～１６：００ 

ＡＲＴ ＣＯＭＰＬＥＸ 

３ 石川ビル１階） 

フリースクール等ネットワーク 

するためのネットワーク 

Educational Future Center 

される方は、クラブに詳しい内容が記載され

がありますので申し出下さい。    

ど ろ ん こ だ よど ろ ん こ だ よど ろ ん こ だ よど ろ ん こ だ よ

ＮｏＮｏＮｏＮｏ....１１１１１１１１２２２２    ２０１２０１２０１２０１

札幌市北区北１６

ＴＥＬ ７３７－３３５２

 http:// www3.ocn.ne.jp/~doronko/

E-mail : doronko_club@ivy.ocn.ne.jp

☆☆☆☆スノーラフティングスノーラフティングスノーラフティングスノーラフティング

 １月２９日（土）に定山渓にあるバーバリアンズグラウンドでスノーラフ

ティングと雪遊びを満喫してきました

皆で旗獲り競争や宝探しなど、雪中運動会

い雪に足をとられながらも笑顔で体を

多々見られました。 

いつもは有料で１回きりしか乗れない

今回は時間内乗り放題でスタッフと

スノーモービルに引っ張られて揺れ

れそうになったり、スノーモービルが

を浴びて真っ白になったりしながらも

は「もう一回！もう一回！」と何度もラフティング

を体験していました♪ 

 

☆☆☆☆モエレモエレモエレモエレ

２月５日（土）にモエレ沼公園でソリ

た♪冬休みにも行った公園ですが、モエレ

頂上まで登って一気に滑り降りる子

ムをする子、大人と同時に滑って競争

アさんやスタッフも一緒になって顔が

 歩くスキーは、細くてかかとの浮くスキー

おしゃべりしながら歩きました。初挑戦

み、ストックを上手に使いながら一歩

のコースから戻ってくると「楽しかった

ちた表情で話し、歩くスキーの魅力を

        

ど ろ ん こ だ よど ろ ん こ だ よど ろ ん こ だ よど ろ ん こ だ よ りりりり    

２０１２０１２０１２０１1111．．．．２２２２．．．．１８１８１８１８．．．．    

１６条西４丁目２―２ 

３３５２／ＦＡＸ ３９８－８６９９ 

www3.ocn.ne.jp/~doronko/ 

mail : doronko_club@ivy.ocn.ne.jp 

スノーラフティングスノーラフティングスノーラフティングスノーラフティング☆☆☆☆  

バーバリアンズグラウンドでスノーラフ

してきました。 

雪中運動会をしました。子どもも大人も深

を動かし、真剣な表情で白熱する場面も

れないスノーラフティングですが・・・、

スタッフと一緒に運転席に乗ることもできました。 

れるソリから振り落とさ

スノーモービルが巻き上げる雪

しながらも、子どもたち

もラフティング

モエレモエレモエレモエレ沼公園沼公園沼公園沼公園☆☆☆☆ 

でソリ滑りと歩くスキーを楽しんできまし

モエレ山のソリ滑りはこの日も大人気。 

子、中腹から滑ってフラッグを取るゲー

競争するなど子ども達をはじめボランティ

が真っ赤になるまで楽しく遊びました♪ 

くスキー板を操り、広大な雪原を楽しく

初挑戦の子もいましたが、徐々にコツを掴

一歩ずつ前へ確実に進み、１周２０分ほど

しかった！もう１周してくる♪」と自信に満

を肌で感じられた１日になりました。 



～～～～春休春休春休春休みみみみ期間期間期間期間

今回の春休みの活動から、どろんこジュニア

で別々に行うことになりました。

んな活動を行います！！ 

 

ときときときとき    ジュニアジュニアジュニアジュニア

3 月２８日（月） 
★

（北区民

２９日（火） 
（美香保体育館

３０日（水） 円山動物園

３１日（木） 
（美香保体育館

４月１日（金） 
ミニ

４日（月） 
（美香保体育館

５日（火） 
人形劇鑑賞

（

 

時間   ９：４０ ジュニア・ユース

 １５：００ ジュニア・ユース

（ カルビー工場見学時は、

持ち物  弁当、水筒、着替え、帽子

   ※★のついている日はお弁当不要

   ※申し込み締切りは３月１０

   ※送迎を希望される方は、申込書送迎希望欄

 

◎スケートの日は、手袋、帽子を忘

 靴ずれ防止対策の為、少し厚めで

◎道路がぬかるんでいる時は、長靴

◎持ち物には、必ず名前を付けて下

 

期間期間期間期間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ～～～～    

どろんこジュニア、どろんこユース（クラブ）

。スケートや人形劇鑑賞、調理体験などいろ

ジュニアジュニアジュニアジュニア    ユースユースユースユース（（（（クラブクラブクラブクラブ））））    

★クッキング 

北区民センター） 

スケート 

（美香保体育館） 

スケート 

美香保体育館） 
★カルビー工場見学 

円山動物園 
人形劇鑑賞 

（やまびこ座） 

スケート 

美香保体育館） 

★パン作り 

（エルプラザ） 

ミニ運動会 

(体育館) 

スケート 

（美香保体育館） 

スケート 

美香保体育館） 
円山動物園 

人形劇鑑賞 

（こぐま座） 

スケート 

（美香保体育館） 

ユース集合  （１０：００出発） 

ユース解散 

、8:４0 集合 9:00 出発） 

帽子、手袋 

弁当不要です。 

１０日（木）です。 

申込書送迎希望欄に記載下さい。 

忘れないようにお願いします。 

めで長めの靴下を履かせて下さい。 

長靴を履かせて下さい。 

下さい。 

～～～～新新新新スタッフスタッフスタッフスタッフ

 昨年の１２月

ご存じかもしれませんが

村上 貴史（

２８歳独身、沖縄生

はお笑い番組鑑賞

 そんなむらかみ

「子どもと遊ぶのがとても

く身体を動かしていきたいと思います

 

 今年も春が近づいてまいりました

ろには、もっと暖かな

さて、今年度最後の

レーライスと、名前に

ます。カレーライスは誰もが一度は作

ょっとしたら、食べるのも初めてかも

馴染み深いものも、そうでないものも

今から楽しみです♪ 

 お昼ごはんを食べた後は、公園に行

ていますので、外遊びの用意もよろしくお

 

３月１９日（土） 調理体験 

  ８：４０  クラブ集合（９：００

 １４：００  解散 

参加費 １，０００円 

持ち物 三角巾、エプロン、手袋・帽子

✂-------------------ｷ--------ﾘ--------

３月１９日（土）    調理体験調理体験調理体験調理体験                    

児童名                    

送迎希望 無・有（迎え・送り）      

スタッフスタッフスタッフスタッフ紹介紹介紹介紹介～～～～    

月から働いているので、みなさんもう顔を

じかもしれませんが紹介します！ 

（むらかみ たかし）愛称：むらかみ君。 

沖縄生まれ、恵庭育ち。特技は柔道で趣味

番組鑑賞です。 

そんなむらかみ君の自己ＰＲです↓ 

ぶのがとても大好きです。みんなと元気良

います。よろしくお願いします！」 

～～～～調理体験調理体験調理体験調理体験～～～～    

づいてまいりました。この調理体験をするこ

かな日となっていることと思います。 

の調理体験の献立はみんなの大好きなカ

に「春」の付く食べ物、生春巻きを作り

作ったことがあるはず。生春巻きは、ひ

めてかも！？ 

そうでないものも、どんな味になるのか、

行って体を動かそうと考え

もよろしくお願いします！ 

００ 出発） 

帽子（外遊び用） 

--------ﾄ---------ﾘ------------------ 

                          申込日  月  日 

           （締切り３／３） 

      参加費１，０００円×  名 


