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インストラクター選考テストを導入.ｹﾞau員i檜，11達ji1
　　　支援力のある、そして組織活動のできるインストラク

　　　ターの養成を目指してスタートした講習会の一つの成果

　　　を問うものとして、選考テストを導入しました。

　　　　テストの是非については各人各様の考え方があると思

　　　いますが、単位が満たされれば資格認定する方法と、資

　　　格取得までの過程に重きを置く方法とありますが、後者

⌒　の方法の一つとしてテストを実施しました。

　　　次にあげることは実施して感じたことです。

　　　１．話術、ニとばかけを大切にしてぱしいこと。

　　　２．毎日の活動（支援）の中で「何を伝えたいのか」を

　　　考えて支援にあたること。

　　　３．財を完全に自分のものとすること。

こ

４．コミュニケーションワークとしての実技の支援であるので技能のみに走らず「レクの心」をもつこと。

５．理論については、単にテキストの暗記にならず、今までの活動の中で得たもの、今後の活動につながるもの

　を考えて出題したい。

　以上のことをふまえて、検討を加えながらより効果的な方法でこれから選考テストを実施していきたいと考え

ています。

レクとの出逢いを大切にしたい

今回、初めて導入されたインストラクターのテスト。その合格通知を手にした瞬間、

　　　永　島　貴　子

レクと出会ってからの日

々が、次々と思い出されました。正直なところ「テスト導入の前に」と県内各地の講習会へ足を運んだりもしました。

ただ単位を取るための参加なんてと非難を浴びそうですが、それでも私の中ではあの日々が最も充実し、またレ

クの魅力にとりつかれていた時期でもあったように思います。結局、ほんの少し単位が足りずにテストを受ける

ことになりましたが、逆にゆっくりと復習できて良かったのかもしれないと思っております。今後は、実践のた

めのレク活動を勉強していきたいと思っています。向上心と好奇心を忘れずに経験を積んでいくことが、これか

らの私の課題です。そして、レクと出会えて本当に良かったとつくづく思う今日この頃です。

レクリエーションの本質を学びたい 塚　原　和一郎

　レクリエーション・インストラクター選考テストを受験するに当たって、久し振りに緊追啓をもって真剣に勉

強しました。筆記テスト（レク理論）では、「レクの定義、構造、運動」「レク支援の構造、領域」など改めて勉強

しました。その後の実技テストも真剣です。『基礎実技30選』をマスターしなくてはなりません。まず、実技が

正確に出米なければ実技指導は出未ない。ということで苦手にしていたダンスが特に問題です。前日の晩は実技

の内容確認で必死でした。ダンスは書類審査に合格してから何回も足利まで通って教えて頂きました。

　今回痛感したのは､『レク材の本質をしっかり掴んで支援の方法を理解していないと、インストラクターとして人

の前に立てない』ということです。実技テストは非常に緊張してしまいましたが、受験の為にした勉強はこれか

らどんな活動をしていくかを再考する機会となり、本格的にレク活動をしていく上で、大きな財産、自信となる

と考えます。これからが本格的な勉強だと思います。皆さん宜しくお順いします。
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資格認定試験を終えて

平成９年６月１日発行

茂　木　利　子

　資格をとろうと思って５年。出産・育児におわれる日々であったが、このままではいけないと気持ちをふるい

たたせ、やっと50単位を修了したのが昨年の夏。

　受験の要項を読みながら、その盛りだくさんの内容に、試験導入以前に単位をそろえてお出ずよかったと強く

感じた。特に実技はわからないものが多く、わずかなつてをたより、すでに資格をもっておられる方々のところ

へ行っては、教えを請うた。これほど真剣に学習したのは数年前の就職試験以来のことである。

　はじめは、こんな苫労して圭でと思っていたが、レク理論を再確認し、とりあえずＧ･Ｓ･Ｄをそれぞれ10種目

づつ覚え、なにより多くの人と出会えた今回の受験は自分の貴重な財産となり、今後の私の活動の糧となること

だろう。

足利市レクリエーション協会

　昭和51年足利市におけるレクリエーションの普及をねがって設立した民間の団体

で、事務局は個人宅に置いています。スローガンは「レクリエーションは人々の生

きる喜びづくり、広げようレクの仲間を伝えようレクの心を、明るく豊かな町づく

りを目指して」市民の皆様にスポーツ文化活動等の広い分野にわたり、イベントサ

ービス、プログラムサービス、人材派遣、生涯スポーツの普及をすすめています。

特に５月～11月にわたるインストラクター養成講習会は他に例をみないもので15年

継続して326名の修了生を送り出しました。　また全国-斉ウォークラリー大会では

毎年1､000名～1､600名の参加者を得て、歩く遊びとして親しまれています。

　これらにより昭和58年に日本レクリエーション協会より、平成６年には県教育委

員会より表彰を受けました。現在個人会員101名、団体5で公認指導者は57名（コー　-ヽ

ディネーター６名、インストラクター51名、余暇開発上、福祉レクワーカー、グル

ープワーカー）で町づくり事業部、人材開発部、生き生きライフ部、広報部、総務

部の専門部に所属し、市民対象にはフライングディスクゴルフ大会、おもしろニュ

ースポーツフエスタ、福祉レク講習会、レクインストラクター養成講習会、ウォー

クラリー、人間のうたコンサート、童謡唱歌とパネルシアター等を、会員対象には

野草摘み、スキー、ぶどう狩り等を実施しています。
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足利レクリエーション協会

　広報部は足レクだ上りを月１度発行しています。今年はニどもブーメラン教室、ヒューストン（安全吹矢）講

習会、ダンス教室等も予定しています。また、人材派遣は公民館、スポーツ教室、学校、育成会、企業へ200数

名、個々の特技を生かせる場に派遣しています。

　今後は、より効果的な組織づくりと体育協会、体育指導委員会といかに連携を図っていくかが課題となるでし

ょう。

　　　　　　　　　　　　会長　早　川　一　夫　　副会長　森　　　　　章　　　理事長　檜　山　達　夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　檜　山　紀　汪
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イメージソングにのせてダンスを

し

宇部一市　主婦　安　納　町　子　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

　宇都宮市は市制100周年を記念して、一般から詞と曲を募集し、イメージソングが生まれました。現代的なメ

ロディ、リズムで中年以上の我々には少々親しみにくい感じでありましたが、市の施設などでＢＧＭとして間い

ているうちに、ずい分多くの人々が何とか歌うことが出来るようになり『宇都宮も若々しくなったものだ』と嬉

しく思いました。そんな時、地域の体育祭でこの曲のダンスをしたいということになり、レクダンスをヒントに

グループの仲間とイメージソングダンスとして創作し､100人の女性による100周年のダンスを披露することが出来

ました。準備運動、ストレッチ、軽いステップなどおりまぜ、30代から76才までの皆さんで好評のうちに楽しく

踊りました。

　見物に来ていた人から是非踊ってみたいとの申し出があり、先日その方のグループ150人余りの皆さんにも楽し

んでもらいました。この中には散人の男性もみられましたが、笑顔で明るく踊って下さいました。

　レクでは、①ソング、②ダンス、③レクゲーム、①ネイチャーゲームの順で得意としていますが、初めて

ダンスを創作した割にはう圭くいったように思い、何かまた手掛けてみようかと思っています。

　宇都宮の方、興味を持たれましたらお教え致しますよ。電話028－622－1359（安納）までご連絡下さい。

　　大田原市にレク・クラブ誕生／

　昨年の↓計J19口に、17人の仲間が集まり『レ

クリエーションの楽しさを自ら知り、その楽し

さを多くの人と分かち会うために、自己研甫し

機会を設けて支援し、かつ事業を行う』ことを

目的に設立されました。

　今、私たちは毎月『第３木曜日』を活動目と

して、夜７時から９時まで大田原市文化会館に

て『勉強会』を実施しています。

　会場は既に１年間予約しております。大田原

市にお往まいの方で『レクリエーション』に興

味のある方、是非仲間になって一一緒に楽しんで

みませんか。

　私たちの仲間は、高校生から高校を卒業して

　『？年』も過ぎている人たちの集まりです。ご

連絡を待っています。

　　代表者　黒渾直後�324大田原市浅香

　　　　　　　　　　　　３－３７２２－５１－２－１０８

　　　　ＴＥＬ＆ＦＡＸ　０２８７－２３－６３７４

　　　さようなら／那須青年の家

　那須青年の家もいよいよ今年度いっぱい（平

成10年２月まで）の運営となりました。昭和35

年に栃木県初の勤労青年のための宿泊型社公教

育施設（収容人員50名）として開所し、さらに

昭和47年に収容人員200名の現施設に全面改築

されて今日まで、県内外から多くの成人・青少

年等に利用いただいてまいりました。御利用あ

りがとうございました。

　平成10年４月より数年間の建設期間を経て、

装いも新たに、県民のニーズや新たな社会的課

題に対応できるような充実した施設として、生

まれ変わる予定です。

　現在も、少しでも利用者に使いやすいように

と、老朽化の進んだ現施設の状況下で、最大限

の努力をしております。小学校や中学校時代に

利用したお父さんやお母さん｡/若かりし頃を思

い出し、最後にもう一度利用してみてはいかが

でしょうか。那須岳登山やハイキング・スキー

などの野外活動、学習合や体育館でのスポーツ

活動など那須の自然をもう一一度満喫ください。

ｉ　　　　　　　　］朧ﾚ

　　　　　　１　、　；　、蕊･､j｀J回二ひ《｡､≒　　　　　　　l　朔一一……゛……゛一言:副ﾀ………　。･一､訪讐市丿白

………
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11 回！　4.11.惣、　哨

　　肋呂ji　i叱言。　　　　　　　゛。

　　　　　　ｆ♂　　　･。。ｓ　．ｙ３ふ､x　o1忿､｀､､a､｡｡｡

那須青年の家
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全国セラピューティックレクリエーション見聞記(その1)

平成９年６月１日発行

栃木介護福祉専門学校

　専任講師　斉　藤　義　雄

　私は昨秋８日間､（財）日本レクリエーション協会企画、全米公園レクリエーション協会協力による『アメリカ

セラピューティック・レクリエーション視察』に参加してきました。

　このツアーの目的は、セラピューティック・レクリエーション（ＴＲ）の先進地アメリカにおいて現在行われ

ている医療･保健･福祉施設や行政機関等、現場のＴＲに付いて、この目で兄、体験して来ようと言うものでした。

具体的にめざすものは、プログラム・アクティブをはじめ、援助の中身、ボランティア活動内容、障害者の地域

スポーツ活動、特に水（プール）でのプログラム、博物館でのアクセス・コーディネート。バリアフリー（防護

壁・障壁・さくなど）｡以下、視察体験して特に印象に残ったことを報告します。

　アメリカでは、病院・研究所、高齢者や障害者の施設はも

とより公共のレクリエーション施設にも、CTRS（Certi-

fied Thrapeutic Recreation Speciahsts）の公認資格を有す

る専門職員が勤務しております。

　その資格は、大学や大学院でＴＲの専門的な教育を受けて

試験に介格すると取得できます。

　この職員が、利用者個人の能力に応じて意図的かつ計画的

にレクリエーションプログラムを提供しています。

　利用者が楽しいひと時をすごすことがＴＲサービスの目的

ではありません。利用者各人のレクリエーション行動を援助

者側が意図的に変化させようと促すニとがねらいであって、

こニでは従来のレクリエーション指導体系と大きな違いがあ

ります。

公�レクリエーション協会､▽国際部長
リィキーエプソン氏のレクチャー

米国･々･R界の権威ラドフォード大学教授

オモロー先生と共にづ　　　　　　　　＼

　アメリカ公園レクリエーション協会発行の広報詰アバ

ウト・セラピューティックレクリエーションの１ページ

には､『セラピューティックレクリエーションとは何り』

の中で『日常生活を営む上で、身体的、精神的、情緒的

社会的（人間関係上）障害のある人々を援助するために

レクリエーションサービス、レジャー体験を活用する事

です｡』と述べ､先ず①治療面では､「身体的、精神的な能

力を高め、健康を増進し、生活の自立を支援します｡」

②レジャー教育面では､「生涯を通して活用できるレクリ

エーション技術､心構えを指導しその能力を伸ばします｡」

③レクリエーション参加面では､「レジャーレクリエーシ

ョンを通じて健康を増進し成長を促します｡」と載ってい

ます。

　訪れた先は、①全米公園レクリエーション協会（ＮＲＰＡ）

を始め、②世界一と言われる国立保健・健康研究所（ＮＩＨ）

　くこの施設内でエイズも発見された〉。③同じく博物館・ス

ミソニアン財団。（公共文化施設を障害者が利用する際の配

慮取組、アクセスコーディネーター配属・建物へのアクセス

だけでなく展示品や展示の仕方まで）｡④老人村（マンション

的な施設・少し助けが要る人の施設・看護の要る人の施設。

三つあり必要に応じて行き来できる）。

⑤マウント・バーノン病院（リハビリと精神科の病院）。

⑥フェアファックス郡立レクリエーションサービス（行政が

提供する知的障害者・知的発達障害者のＴＲ・障害者水のプ

ログラム、大きなプールの一部に車イスのまま入れるスロー

プがついている）。

⑦デビソン・メディカル（車イス・福祉機器の専門ディラー･

身障者用スポーツ・レクリエーション機器販売）。

⑧エバンケンプさん訪問（米国ＡＤＡ法成立の功労者のレク

チャー）等など大変多忙なアメリカでした。　　　（次号へ） 老人村・部屋より望む景色
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行　　事　　名 月日（曜） 会　　　場 定　　員 参加費用 取得できる単位 中し込み連絡先

ナ　　イ　　　ト

ウ　オ　ー　ク

８／８(金)

～８／９け)

鬼　　怒　　川

サイクリングロード

　　　50名指導・運営
スタッフ８名

1､000円

事　業　参　加

指導･運営スタッフ

上三川町レクリエーション協会

�010-509-9622 19時過ぎ

子　　ど　　も

ブーメラン
8/24(日) 足利市民体育館 未　　　　定 未　　　　定

足利市レクリエーション協会

�･FAX0284－41－5633

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実技講座

シャル･ウイ･ダンス

9/6～9/20

毎週土曜日
未　　　　　定 20名 500円 コミュニケーションゲーム

上三川町レクリエーション協会

�010-509-9622 19時過ぎ

室　の　八　嶋

ノヘ　イ　キ　ン　グ

9/13汁)

　午前1(聯

東武宇都肖野州大塚駅

壬生街道大神神社P
30名

一一般1,000円

会員・学生

　　　800円
事　業　参　加

栃木県ユースホステル協会

�･FAX028－622－4049

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ剣支講座

シヤル･ウイ・ダンス

9/27～10/11

毎週土曜日
未　　　　　定 20名 500円

ﾀﾞﾝｽの麹と指ね1･H

余暇活動種目

上三川町レクリエーション協会

�010-509-9622 19時過ぎ

鬼怒川竜王峡

ノヘ　イ　キ　ン　グ

10/25巾

　午前10時

東武竜王統駅

枇竜王峡駅北公民館
30名

　搬1,000円

会員・学生
　　　800円

事　業　参　加
栃木賂ユースホステル協会

�･FAX028－622－4049

フォークダン

ス　　教　　室
隔週金・土

町勤労者体

育七ンター
14名 1､500円 事　裳　参　加

上三川町レクリエーンョン協会

�010-509-9622 19時過ぎ

ぼくら自然

探　　検　　隊
随　　　時 町　　　　　内

　　　100名

指導・運営
スタッフ３名

200円

事　業　参　加

指導･運営スタッフ

上三川町レクリエーション協会

�010-509-9622 19時過ぎ

関束レクサミット

総　　　　　会

6/14汁）

～６／爪印

伊香保温泉

観　　山　　荘

関束レクサミット

会　　　　員
16､000円

代表　勅池川原典匿

�0283－62－0539

第２回栃木県

ﾁｬﾄﾞｿﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ大会
10/19田） 関係野体育館 フ　　リ　　ー 200円 事　業　参　加

代表　技　　悛　男

�028－652－1933

||||||||||||||||||||　編　集　後　　言己　||||||||||||||||||||

　田植えの季節を迎えたかと思っているうち

に、青々と苗も育ち吹く風も心地よく頬につ

たわります。

　ニュースレターも９号を数えるまでになり

ました。

　広報部員の仕事はみんな様々。でも今日も

元気に宇都宮市西公民館に集まってきます。

レクリエーションが本当に好きだから……。

　今月号より表題のニュースレターは部員の

高木昭一さん（市貝町）にレタリングしてい

ただきました。
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　　　県レク協会のマークです。

　　ニュースレター第８号に紹介

　された県レク協会旗と一緒に誕

生しました。デザインは足利市の

沢田郁夫さんによるものです。現在、県レク

協会の封筒に使われていますので、よろしく。

－ ･ －
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　責任者　　斎　藤　義　雄

　栃木県レクリエーション協会

宇都宮市塙田１－１－２ ０

栃木県教育委員会事務局保健体育課内
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