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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・・・そんな声が聞こえてくるイ

ベントや集い、講演会や研修会を演出する人が身につ

けているテクニック（人と人を結び、笑顔を演出する

「技」）のことを、レクの世界では、コミュニケーショ

ン・ワークとよんでいよす。

　11月30日（日）宇都宮サン・アビリティーズの会議室

において、有資格者14名・一般参加者８名、計22名の

参加者が集まり、ずばり「コミュニケーション・ワー

ク」の研修が行われました。

　よず、１都はアイスブレーキングを那頂塩原市レク

協会の鈴木光子さんが展開。気がつくと自然と身体が

動き笑顔になってくるから不思議です。初めての人た

ちもあっという間にうち解けてしまう。そんな財がレ

クにはたくさんあることを改めて感じました。

　２都は県レク協会40周年「歴史を力に末来にはばた

け」のリレー記念講演としての第１回目の研修。初回

の研修にふさわし＜、県レク協会常任理事広報委員会

委員長の高本昭一氏による「私とレクリエーション」

と題して講演が行われました。ｲ可も諜らずに前に立っ

ただけで、思わずこちらが笑顔になってしまう。高木

さんは、身体全体から醸し出されるそんな不思議な魅

力を持っているのです。　１時間があっという間に過ぎ

てしまう。話の内容もさることながら、話す間の取り

方・テンポ・身振り・豊かな衷情・・・人を引きつけ
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～これからの指導者のあり方を考える～

県レク協会指導者養成委員会　　村　山　哲　也

　　　る話術には、確かな技術かおることを身をもって示し

　　　てくださいました。

　　　　３部はアイスプレーキングを極めるとして、指導者

　　　養成委員会のリードで「後出しじゃんけん」・「タイタ

　　　コ」・「本の中のＵス」を教材に、さすがといわれるテ

　　　クニックを追究しました。コミュニケーション・ワー

　　　クを「楽しさの本質」「展開の力」「ｲ云達の力」「対応す

　　　る力」の４つのポイントに分け、な廿楽しいのか？を

　　　体験をとおして明らかにしていきました。参加者の方

　　　からは、「時間が短く感じるほど充実していた｡」「とて

　　　も参考になった｡」「自分ち本の中のリスをやってみた

　　　い」など、大変好評をいたださました。

　　　　私たちの生活の中で起こる様々な問題。その多くは、

　　　人と人とのコミュニケーションの問題にたどりつくと

　　　いわれていよす。どんなに文明が進んでも、どんなに

　　　豊かな社会になるうとも、生さていてよかった・楽し

　　　かったという感情は、人と人との間に生じるものだか

　　　らでしょう。今、コミュニケーションが注目されてい

　　　よす。そして、その具体的な手法が求められていよす。

　　　　指導者養成委員会では、コミュニケーション・ワー

クをレク指導者の重要な資質として位置づけ、来年度

からも続けて開催していさたいと思っていよす。県内

のレク指導者のみなさんはもちろん、お友達をお誘い

の上、来年も廿ひ参加してみてください。
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～栃木県民スポーツ・レクリエーションフェスティバル～
　平成20年11月２日澄んだ秋空のもと、今回は「ろまんちっ＜村」から小山市にある泉南体育館に主会場を移

し、種目によっては別会場で盛大に開催されました。

　例年のように大会レポートを事業委員会の市川敦子さんにお願いしよしだのでご覧ください。

　お天気の神様が誂えてくれたようなおだやかな陽射し。

　11月２日、平成20年度栃木県レクリエーションフェスティ

バルが小山市の泉南体育館、小山総合公園を主会場に開催。

　昨年までのろよんちっく材から会場を変えての開催は、

和大鼓の力強い演奏で姶よった。今年の和裁会のメンバー

には、小学生数名が加わり、その真剣な表情、所作に大き

な拍手が送られた。

　櫓山犬会合長のあいさつ、続いて地元小山市教育委員会

清水教育長よリ歓迎の祝辞をいただく。３Ｂ体操のメンバー

による準備体操、さあいよいよフェスティバルのはじより

はじまり。

　よず、体育館をのぞくとメインアリーナではインディア

カの熱戦が繰り広げられ、サブアリーナは３Ｂ体操を楽し

む人達であふれている。剣道場柔道場ではシャフルボード、

ユニカール、スポーツチャンバラなどのニュースポーツや

テャレラン、バルーンアート、折り紙などなどに笑顔が弾

けて大きな声が飛び交っている。

　体育館２階の出入ロよリ外へ出た。森のはらっぱを見渡

すといたる所に人の輪がでさている。公園の広さに圧倒さ

れつつもそこにレクの仲間がいて、レクを楽しむ人達がい

て、「わあーい、今日はレクの日なんだよ。みんないっぱ

い楽しんで｡ダ」思わず叫びたくなるような…。

　親子連れにインタビュー。「いつも遊びに来てるんです。

今日はこんな催しをやってるなんて知らなかった。ｲ謁然だ

けど楽しいです｡」女の子の手にはよつぼっくりのクリス

マスツリー、男の子の手にはブーメラン、そしてスタンプ

ラリーのカード。　８種目のチェックにもうひと言、「がん

ばります」といってはらっぱへ。今度は何を楽しんでくれ

るのだろう。

　森のフォーラムでもフォークダンスの輪が広がり、シャ

ボン王に歓声があがる。本部横では垣例のスタンプラリー

の景品、牛乳パックの蜂カバー作り、出来あがりを待つパ

ンジーの花。「あっポニョだ」「ポーニョポニョポニョさ

かなのこ～♪」知ってるよね。さあ一緒に踊りましょう。

　種目別交流大会に８団体、ニュースポーツ体験、手作り

体験ふれあいコーナーに16団体、今年もいっしょうけんめ

い。でもね、でもね、課題もいっぱい、それは参加した一

人ひとりが感じていること。私たちが自分の目で見たこと、

感じたことをしっかり受けとめて、来年同じこの会場で開

催が予定されているフェスティバルにつなげていけたらい

い。来年の陽射しもあたたかでありますように。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（取材　市川）

開会式風景
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　～仲間と楽しく記録に挑戦～

　県レク協会では、グループ交流や運動の楽しさを

昧わえる機会づくりを支援でさる「チャレンジ・ザ・

ゲーム普及審判員」の養成講習会を下記により開催

します。

　普及審判員は「全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲー

ム大会」に参加することができ、挑戦した記録を申

請して、全国ランキングに挑戦することができます。

学校行事・子ども会・地域のスポーツクラブ等にも

最適なスポーツ・レクリエーション活動ですので是

非ご参加＜ださい。よた、既に普及審判員資格をお

持ちの方も2009年３月31日で資格期限が終了のため

更新の講習会となります。

　　　　　　　　　　　記

１．日　時

　　平成21年３月１日（日）午前９時～午後３時

２．会　場

　　若草アリーナ　宇都宮市若草町1 －10－ 6

　　とちぎ福祉プラザ敷地内

３．講　師

　　生涯スポーツ推進委員会

　　委員長　校　　俊男（C.G.伝達講習会終了）

　　副委員長　安紬　慶大（C.G.伝達講習会終了）

４．対象者

　　・現在普及審判員資格を持ち、2009年度も引き

　　　続き普及審判員の資格を希望するもの

　　・新規に普及審判員の資格を希望するもの

　　・現左記定員資格を持っていて、2009年度も引

　　　さ続き記定員の資格を希望するもの

５．参加費

　　1､000円（資料代・保険料を含む）普及審判員登

　　録には別途2､皿O円が必要です。

６．単位取得

　　レクリエーション・インストラクター資格必修

　　活動種目Ａ群（５時間）または普及審判員資格

　　取得の場合は選択活動種目５時間免除

７．参加申込

　　参加申込書に住所・氏名・連絡先を記入の上、

　　２月25日（水）までに栃木県レクリエーション

　　協会あて郵送またはFAXでお申し込みください。

　　（お申し込みいただいた個入情報につさまして

　　は本協会でのみ使用させていただきます）

〒320旧057

宇都宮市中戸祭１－６－３スポーツ会館内

TEL028 －胚O－3330　FAX028 － 650 － 3331
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　メＵ－クリスマス・アンド・ハッピーニューイヤー、

アメリカではこのような挨拶をするそうです。

　私の協会ではこの時期毎年楽しいクリスマス演出

法の体験をやっています。今年も12月23日とちぎ青

少年センターにおいて開きました。

　参加者は白鵬大・宇都宮短大・佐野短大。中央福

祉医療・栃木介護・マロニエ医療福祉・国際介護等

各専門学校の学生さんや、介護士・ヘルパーさんと

多種の領域からレク・リーダーを目指す老若男女で

総勢69名の出席でした。

　会は理事長（レク・コーディネーター）のトーク

「クリスマスの楽しみ方」から入リました。青年時

代日曜学校の先生をしており、それがレク・リーダー

になる機会であったという思い出話に始まり、讃美

歌の独唱など時間を超えた熱演ぶりでした。

　次に福祉レク・ワーカーの指導により車椅子レク・

ダンス「ジングルヘル」「サザエさん」を、そして

介護予防ダンス「てんとう圭のサンバ」など、過日

「日産自動車ＫＫ栃木工場・設立40周年記念社会貢

献事業」で頂いた新式の車椅子を披露しながら楽し

く踊リました。

　結びにはインストラクターによる、交換プレゼン

トゲーム等で、会を閉じました。

昔の遊びシリーズ

平成21年２月にﾖ

へ

「指陣地取り」
　　　　　県レク広報委員会委員長　高木　昭一

　拡が昔遊んだゲームをシリーズで紹介していますが、

今回は男の子も女の子も関係なく、みんなで一一緒になっ

て遊んだことを想い出しﾚ陣地取り］を掲載しました。

　遊び始めると今の子も、はまるかもしれません。

｡4ﾆ!。……-………
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コ地面に直径１～２ｍの

　円をかき間を同じぐら

　い開けて、それぞれの

　じん地をかきます。

②ジャンケンで勝った人

　が１人、自分のじん地

　につなけて半円をかさ、

　じん地を広げることが

　できます。

③じん地を取るたびに、

　それまでのじん地と新

　しくかいた半円との間

　の線を消していきます。

圓じん地を取るところが

　なくなったら、ゲーム

　は終わりです。取った

　じん他の広さで順位を

　決めます。

4融（

最初のじん地のかき方

・親指を中心

　にして手を

　いっぱいに

　広けて円を

　かく。

じん地の取り方

※　ほかに「おはじき陣地取り」ﾚ国取り］などの

　似たようなあそびもあります。

犬編集後 記◇◇　　　回l　i9

　たしかに365目あったのだろうか？と思わせるような早

さで、あっという間に昨年も終わってしまい、また、新し

い年を迎えました。

　今年は「陸年礼…牛といえば昔からのんびりギャラ。

でも、ことわざは沢山あります。「牛の歩みも丁-I匝」「角を

矯めて牛を殺す」‾牛の角を蜂か刺すｊ「牛耳を執る」「牛

に引かれて冷光与参り｡など‥…､、

　どのことわざで今年を乗り切るか、みんなで考えていき

ましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【編集長】
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編集責任者
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栃木県レクリエーション協会

会　長　楷　山　　達　夫

宇都宮市中戸祭礼6-3

スポーツ会館内

昔028－650－3330

酉028－650－3331
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