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　昨年に引き続き「とちぎスポーツフェスタ

２０１６・第４９回県レクリエーション大会」は、

７月３日に南部地区大会を壬生町総合運動公園で

スタートさせ、次の７月１０日は那須町余笹川ふ

れあい公園を中心として、多くの県民の皆さんの

参加を得ながら北部地区大会を開催しました。こ

の大会は、お年寄り・子ども、障害を持つ人誰も

が気軽に参加できる祭典として、スポーツ・レク

リエーション活動や健康づくりの普及振興を図る

ことを目的として２年前から始めたイベントで

す。１０月８日はメインの大会として、県総合運

動公園で開催しましたが、当日はあいにくの雨模

様ではじめは事務局も困惑状態でした。しかし、

屋外で予定していたレク種目の一部を残して、ト

レーニングセンターと競技場内通路スペースなど

をうまく利用して実施しよう、と決定し行うこと

としました。

　まず、開会セレモニーでは、鶴田保育園児の和

太鼓演奏やＮＨＫラジオ体操指導者鈴木大輔先生

による健康体操〔アシスタント・吉江晴菜さん〕

などで華を添え、楽しいひと時を過ごしました。

イベントに入り、ゲストとしてロンドン五輪女子

団体銀メダリストとして活躍された平野早矢香さ

んも加わって、「輪投げ」や「洗面器お手玉」な

どに快い汗をかきながら参加者の輪に入り楽しん

でいました。平野さんは「スポーツの多彩な楽し

み方ができ楽しいですね」と話してくれました。

レクリエーション協会の事業では、フォークダン

スや３Ｂ体操、スラックライン、バッコー、クラ

フトなど多種目にわたり展開し雨でも館内は熱気

ムンムン、ゲームに参加した人たちもスタンプを

集めて抽選会場へ足を運んだりして、終日、楽し

く過ごすことができました。

　１１月２７日には、県央地区大会として宇都宮

市のろまんちっく村で盛会に最終イベントを開催

し、今年の幕を下ろしました。県北、県南、県央

とレクリエーションの輪が今後も、広がりを見せ

ることを期待しながら・・・・・・。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　【事務局・髙木記】

レクの風！県内全域へ広げよう！！
～とちぎスポーツフェスタ２０１６～
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　今年度の県レク・カレッジは、参加者が５名前

後と少数でしたが、中身の濃い充実した講習会に

なりました。６月４日の足利市生涯学習センター

では、はるちゃんのアイスブレーキングを体験し

た後、解説をしながら技

術を学び、あんこ先生の

ＰＡを基に支援者のファ

シリテーションについて

考えていきました。

　９月２４日の宇都宮総合教育センターでは、

おーちゃんのゲームを基にハードル設定の技術を

確認すると、みんな「なるほど。そういう技術が

あったのか」と大きくうなずいていたのが印象的

でした。午後はＪ
じ ょ ー

ＹＯ３
さん

ワールドで、おもしろ

ニューゲームに思わす夢中になってしまいました。

　１０月２２日の足利生

涯学習センターでは、Ａｉ

ちゃんのクラフトで手先

を使って製作し、作った

パズルで頭も使う脳トレ

的なことも楽しみました。おーちゃんの講義では、

実際の現場での体験なども交えながらで、よりリ

アルに伝わったような気がします。空き机を利用

した喫茶コーナーもあり、休憩時間も和やかな雰

囲気となりました。

　１１月１９・２０日は宿泊

人数不足により、通いと

なりましたが、対象あわ

せたレク・ワークにつ

いて熱く意見を交わし、

ナイトミーテイングでお馴染みのキング・フロッ

グも体験でき、とても中身の濃い２日間となりま

した。

　残すところ、2 月のあそびのフリマとなりまし

た。みんなで楽しい日にしていきましょう。　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　【ＳＹ：柿沼】

　梅雨明け間近の７月１９日、栃木県総合教育セ

ンターにて平成２８年度福祉レクリエーション研

修会が開催されました。

　福祉の現場で、高齢者を対象としたレクリエー

ションに向き合う日々の中で大切なこと、みんな

が笑顔になれるレクリエーション「みんな笑顔に」

が今回のテーマ。

　「できたらうれしい」「できないから楽しい」脳

を上手に使って楽しむレクリエーションの数々、

簡単なことだけど笑えちゃうレクリエーションの

魔法。微笑！苦笑！大笑い！！

　東京都レクリエーション協会より高尾都茂子先

生をおむかえしての研修は、３７名の参加者の笑

顔があふれる一日となりました。【福祉：市川記】

　ＪＹＯ３こと中條さんはたまごクラブをはじ

め、様々な場所でレクリエーション支援を行って

います。おもしろいオジサンというイメージです

が、実は支援の中で様々なことを考え、奥の深い

支援を行っていることに気づきました。もちろん

支援の時は皆、展開の仕方や、どこでどのように

ＣＳＳを入れていこうかなどと考えて支援をして

いますが、先日のレク・カレッジでＪＹＯ３のす

ごさを知りました。ゲームを展開する中、ＪＹＯ

３が投げかける言葉は、ホスピタリティというか、

誰もが楽しくいられる言い回しをするのです。さ

らっと聞き流してしまいそうな何気ない言葉です

が、やさしい言い回しや、負けた人も楽しくでき

る言葉がけ等が所々に出てきます。たくさんあり

ましたが、例えば「ジャンケンで負けた人は、５
・

回
・

も
・

ま
・

わ
・

れ
・

る
・

んですよ」などという言葉、声のトー

ン、間、表情・・・うまく言えませんが、何気な

く聴こえるほんの些細な言い回しに奥の深さを感

じました。自分の支援を振り返るきっかけともな

り、改めて勉強になりました。　　　　  【柿沼】

県レク・カレッジ県レク・カレッジ平成
２８年度 福祉レク

セミナー
福祉レク
セミナー
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「参加して良かった。」「楽しかった。」「あなたに会えて良かった。」など・・・そんな声が聞こえ「参加して良かった。」「楽しかった。」「あなたに会えて良かった。」など・・・そんな声が聞こえ「参加して良かった。」「楽しかった。」「あなたに会えて良かった。」など・・・そんな声が聞こえ「参加して良かった。」「楽しかった。」「あなたに会えて良かった。」など・・・そんな声が聞こえ

てくるイベントや集い、講演会や研修会には、必ず楽しさを演出する人がいます。てくるイベントや集い、講演会や研修会には、必ず楽しさを演出する人がいます。てくるイベントや集い、講演会や研修会には、必ず楽しさを演出する人がいます。てくるイベントや集い、講演会や研修会には、必ず楽しさを演出する人がいます。    

このセミナーは、そんなこのセミナーは、そんなこのセミナーは、そんなこのセミナーは、そんな楽しさを演出する人楽しさを演出する人楽しさを演出する人楽しさを演出する人が身につけているが身につけているが身につけているが身につけている人と人とを結ぶ「アイスブレー人と人とを結ぶ「アイスブレー人と人とを結ぶ「アイスブレー人と人とを結ぶ「アイスブレー

キング」の方法と、明日からすぐに使える「あそび」をフリーマーケット形式で体験していただキング」の方法と、明日からすぐに使える「あそび」をフリーマーケット形式で体験していただキング」の方法と、明日からすぐに使える「あそび」をフリーマーケット形式で体験していただキング」の方法と、明日からすぐに使える「あそび」をフリーマーケット形式で体験していただ

く研修会ですく研修会ですく研修会ですく研修会です。。。。    

 

 

９：００ 受付開始 

９：３０ 実技  ザ・アイスブレーキング 

１２：００ 昼食 （各自ご用意ください。） 

１３：００ 実技  あそびのフリーマーケット 

    クラフト各種 マンカラ 

          おもしろ遊びグッズ など 

１６：００ 閉講式  

  ※(公財)日本レクリエーション協会公認 レク・インストラクター資格取得に必要な単位の H-1～H-

５として認定になります。認定を希望される方は、1 コマにつき１,０００円(受講料含む)かかります。 

 

足利市生涯学習センター足利市生涯学習センター足利市生涯学習センター足利市生涯学習センター    ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ    

                        〒３２〒３２〒３２〒３２6666----００００００００5555２２２２    栃木県足利市相生町１栃木県足利市相生町１栃木県足利市相生町１栃木県足利市相生町１----1  1  1  1  0284028402840284----43434343----1313131313131313    

                        ●●●●栃木県レクリエーション栃木県レクリエーション栃木県レクリエーション栃木県レクリエーション所属所属所属所属    有資格者有資格者有資格者有資格者    

                    ●●●●レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーションに興味・関心のある方に興味・関心のある方に興味・関心のある方に興味・関心のある方    

    

主催主催主催主催    栃木県レクリエーション協会栃木県レクリエーション協会栃木県レクリエーション協会栃木県レクリエーション協会    指導者養成委員会指導者養成委員会指導者養成委員会指導者養成委員会    

    〒〒〒〒320320320320----0057005700570057    栃木県宇都宮市中戸祭栃木県宇都宮市中戸祭栃木県宇都宮市中戸祭栃木県宇都宮市中戸祭１－６－３１－６－３１－６－３１－６－３        スポーツ会館内スポーツ会館内スポーツ会館内スポーツ会館内        

電話電話電話電話０２８－６５０－３３３０２８－６５０－３３３０２８－６５０－３３３０２８－６５０－３３３００００     faxfaxfaxfax０２８－６５０－３３３０２８－６５０－３３３０２８－６５０－３３３０２８－６５０－３３３１１１１     EEEE----mailmailmailmail    recrecrecrec----tochigi@h2.dion.ne.jptochigi@h2.dion.ne.jptochigi@h2.dion.ne.jptochigi@h2.dion.ne.jp    

        

ふりがなふりがなふりがなふりがな    

氏氏氏氏    名名名名    

    性別性別性別性別    男男男男    ・・・・    女女女女    

年齢年齢年齢年齢        

住住住住 所所所所    〒〒〒〒    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

    

    

※いただいた個人情報は本研修会にしか使用いたしません。 

プログラム 

  

参加費1,000円(会員・学生 500 円) 定員 30 人 

平成２８年度 栃木県レクリエーションインストラクター養成講習会 ＜あそびのフリ-マーケット編＞ 

対象 

会場 

○アイスブレーキングを 10 種類以上体験し、レクの

楽しさが体験できます。 

○効果的にリードするコツがわかり、実際にリードで

きるようになります。 

生涯学習 

センター 

○明日からすぐに使えるものばかりです。 

○あそびのレパートリーが増えます。 
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発　　　行　栃木県レクリエーション協会

発行責任者　会　長　石　塚　英　彦

320-0057　 宇都宮市中戸祭 1-6-3

　　　　　　スポーツ会館内 

　　　　   028-650-3330

                   028-650-3331

     rec-tochigi@h2.dion.ne.jp

　この時期に真夏日？でも、朝夕はさすがに涼しく

なったなと思ったら、一気に冷え込み、半世紀ぶりの

11 月の初雪となりました。心地の良い季節は、短い

とは感じていましたが、今年は本当に短い気がします。

　アウトドア派の私も、「涼しくなったらね」「あった

かくなったらね」という言葉が増えました。いったい

いつアウトドアを楽しむのでしょうか。【編集委員長】

No. 期　日 学　習　内　容 講　師

1
 １月１７日（火）

PM7：15 ～ 8：15

気軽にできるニュースポーツ

　～支援者に役立つアクティビティ～

福祉レクワーカー　

　川　上　厚　子

2
 １月１７日（火）

 PM8：30 ～ 9：30

楽しいレクゲームを学ぼう

　～アイスブレーキング技法の修得～

レクコーディネーター

　出　井　　肇

3
 １月２４日（火）

 PM7：00 ～ 8：00

福祉現場で対応できるレクゲーム

　～介護者と一緒に楽しめる活動～

レクインストラクター

　藤　井　俊　夫　

4
 １月２４日（火）

 PM8：15 ～ 9：15

ストレッチ体操でリフレッシュ

　～元気に健康増進～

福祉レクワーカー

　松　本　トモ子

5
 １月３１日（火）

 PM7：00 ～ 8：00

愉快にレクソングを歌おう

　～自己表現トレーニング～

レクインストラクター

　岡　　　由　弘

6
 １月３１日（火）

 PM8：15 ～ 9：15

絵本の読み聞かせと手遊び

　～話し方トレーニング～

読み聞かせ会の「空」代表

　高　橋　由　香

7
 ２月　７日（火）

 PM7：00 ～ 8：00

ちぎり絵で指先リフレッシュ

　～芸術・文化学習の体験①～

レクインストラクター

　初　山　マサ子

8
 ２月　７日（火）

 PM8：15 ～ 9：15

ネイチャーゲームで遊ぼう

　～室内でできる自然体験学習～

ネイチャーゲームリーダー　

　恵　田　年　和

9
 ２月１４日（火）

 PM7：00 ～ 8：00

伝承遊びに挑戦しよう

　～伝承遊びの継続～　　　　

福祉レクワーカー

　恩　田　　　光

10
 ２月１４日（火）

 PM8：15 ～ 9：15

おもしろ風船アートバルーンづくり

　～芸術・文化学習の体験②～

レクインストラクター

　小　島　　　崇

※参加希望者は１月１3日（金）までにお申し込みください。
　申し込み・問い合わせ　佐野市レク協会（出井肇）　℡０９０－９１０１－８０８７

場所　佐野市中央公民館（２階会議室及び３階ホール）

佐野市レクリエーション協会より

楽しいレクゲーム実技指導講習会
　　　　　　　　　　　　　のお知らせ市レクリエーション協会より

楽しい
　　　　　　　　　　　 のお知らせ

楽しいレクゲーム実技指導講習会
　　　　　　　　　　　　　のお知らせ

◇◇ 編  集 後  記 ◇◇

皆さんの周りにいるスゴ
イ人！や楽しいイベント
の情報、有資格者のみな
さんにお知らせしたい情
報などありましたら、県
レク事務局までお知らせ
ください。
お待ちしています。

日時：平成２９年３月１９日（日）１０時～１５時
場所：とちぎわんぱく公園


