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　人間の五感をくすぐるいろいろな刺激と、四季

の変化や文化・歴史・自然など、フィールドから

得られる様々な出会いを求めてウォークラリーは

演出します。

　県レク協会では、７月１６日那須小学校を中心

にウォークラリーの講習会を開催しました。来年

開かれる、ねんりんピック那須大会のリハーサル

に向けてのためで、県レク協会が主管となってい

ます。この日、１５名の地元スタッフたちが参加

してどのような方法で行うか現地を実際に歩きな

がら、コース図やチェックポイントの課題を研究・

調査しました。那須の大自然に囲まれて有意義な

ひと時を過ごしました。　　　　【事務局・髙木】

　今年も昨年に引き続き、国立那須甲子青少年自

然の家で２泊３日の樂宿を３期に分けて８月１日

から９日まで実施されました。栃木県レク協会も、

日本レク協会・福島県レク協会とともに、企画に

参加しました。子どもたちは、夏休みをより楽し

く、野外でのびのびと遊べるよう、身体を使った

ゲームや交流ゲーム、野外活動を中心としたプロ

グラムを体験しました。特に今年は昨年の反省を

ふまえ、プログラムに余裕を持たせ、生活面も充

実していたようです。

　ニュースポーツラリーや水鉄砲遊びに人気が

あったようです。別れの集いでは仲良しになった

友達と、いつまでも別れを惜しんでいました。

　　　　　　　　　　　　　　　【事務局・髙木】

「殺生石の前にて」

いっぱい友達ができたよ！いっぱい友達ができたよ！
～ネイチャー＆レクリエーション樂宿2013～

いっぱい友達ができたよ！
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　毎年夏のお盆過ぎに、市民向けのハイキングを

企画して実施しています。今年は３７名の参加者

（事業参加の学生５名を含む）があり、８歳から

８０歳までと年齢の幅が大きく、暑さも厳しいた

め、健康管理に配慮したスタッフ体制を組んで益

子方面に向かいました。

　午前中は芳賀青年の家に行き、西明寺周辺の１

時間程度のハイキングコースをウオークラリー形

式で歩きました。参加者は、大粒の汗をかきな

がらも無事歩き通すことができました。（８０歳

のおじいちゃんも元気でしたよ。）昼食後は、青

年の家で手びねり陶芸を体験。職員の指導の下、

用意された土を手にして思い思いの作品づくり

を楽しみました。１ヶ月後焼き上がった作品が

参加者の手元に届くということで、熱が入りす

ぎてなかなか時間内に仕上がらず苦戦している

方もいました。

　その後、益子町城内坂周辺の自由散策に１時間

をとりましたが、それぞれが好みの焼き物を買っ

たり、かき氷やソフトクリームなど冷たいものを

食べたりして楽しんでいました。ちょうど「益子

町ひまわりまつり」が近くで開催されていたので、

足を伸ばして広大な敷地に植えられたひまわり畑

を観賞してきました。スタッフのおじさんの好意

で、咲いているひまわりを切り取って何本もいた

だいてきた方もいました。

　矢板市のバスの利用や県レク協助成金の活用な

ど、できるだけ安い参加費（今年は大人１５００円）

になるよう工夫しています。来年は奥日光方面に

行こうかな…。　　　　

　　【文責　　矢板市レク協会長　舘野　太一】

益子町、城内坂での記念撮影。
かなりの暑さでした。

ひまわり祭りが開催期間中でした。
きれいでした。

　今年度も大好評！「あそびのフリーマーケット」を開催いたします。

　県内の有資格者のみなさん！得意な「あそび」を持って、ブースを開いてください。「あそび」のネタ

を仕入れたい人、楽しみたい人！興味のある「あそび」を時間の許す限りたくさん体験してください！

そんな楽しい「あそびのフリーマーケット」にぜひ参加してください！

　＜今までの出展ブース＞

　ニュースポーツ・あそびうた、自然木の鉛筆、タオル人形、端切れを使った小物屋さん、ＣＤコマ、フォ

トスタンド、ティッシュペーパーのクラフトなど盛りだくさん。昼休みには、今流行のマンカラ大会も

行われ、盛り上がりをみせています。

☆ブースを開いてみたい方、個人でも団体でもＯＫです。

こんなお店屋さんを開いてみたいなと思うものがある方は、事務局にて受付をいたします。

みんな、あつまれ！みんな、あつまれ！

あそびのフリマあそびのフリマ
２０１４年２月２日
総合教育センターにて

暑さを吹っ飛ばせ！暑さを吹っ飛ばせ！ネイチャリング ｉｎ 益子
矢板市レクリエーション協会
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　私が大学生の頃、日本レク協公認「レク指導者

２級」（現レクインストラクター）の資格を取得

するために訪れた「唐沢青年の家」で亀田武司先

生と出会いました。私は少年のころからボーイス

カウト活動もしていたため、青年の家には何度も

訪れていましたが、亀田先生と直接お話しをした

ことはなく、この研修ではじめて亀田先生からレ

クの指導を受けました。人を引きつける「ユーモ

ア」たっぷりの語り口、楽しい動作、どれをとっ

ても素晴らしい「究極のレク」を教えていただき

ました。就職してからも、先生とは仕事の関係で

度々お会いすることがあり、ある日のこと「佐野

市レク協」を手伝ってくれと言われ、断りきれず

にこの道へ。その後、会員の大半がレクインスト

ラクター等の資格を持つ「佐野レク指導者クラブ

（レク指）」の事務局も兼務してくれと頼まれまし

たが、同時に二つは受けられないとのことで「事

務局長」として「レク指」のみ引き受けることと

なりました。あれから約２５年。その間、先生の

アドバイスで当時「文部大臣公認」であった「レ

クコーディネーター」も取得し、いつのまにか佐

野市レク協の役員も引き受けていました。また、

縁あってか「佐野市こどもの国」という職場では

一緒に仕事までさせていただき、来場する子ども

たちの為に、楽しいプログラムを夜通し企画・運

営したのを思い出します。

　亀田先生これまでありがとうございました。本

当にお世話になりました！

　どうぞ安らかにお眠りください。先生のご冥福

をお祈りしております。

　去る 9 月 7 日第１回目の高齢者の体力づくり支

援事業、ニューエルダー元気塾を塩谷町で開催し

ました。

　県レク石塚会長のあいさつ、続いてゆりぴーク

ラブの大島会長のあいさつと元気塾スタート！加

齢がもたらすカラダの変化では、全国と塩谷の比

較で非常に飲酒の量が多いことや、塩分の取りす

ぎ、運動不足などについての講義と実技、安全で

効果的なウォーキングの基本では、ポールを使っ

て正しい歩き方や、ポールを使ったストレッチや

運動の仕方を、実施しました。

　午後は、レク式体力チェックの研修を２時間行

いました。参加者の皆さんから「大変楽しかった」

「ためになった」「次回が楽しみ」等の意見を頂き

ました。「ハードだった」という意見もありまし

た。次回は１０月２６日です。今回のレク式体力

チェックを基に、「こうすれば高まるあなたの体

力」とスマートスポーツとしてラダーゲッター・

インディアカを、そして午後は救急救命法を予定

しています。　　　    【事業委員会：安納　慶太】

～亀田先生
本当にありがとうござい
ました～

佐野市レクリエーション
協会指導委員長　
　　　　　　出井　肇

訃報

　栃木県レクリエーション協会副会長

　　亀田 武司先生がお亡くなりになりました。

　ご冥福をお祈りいたします。

私とレクリエーション

ニューエルダー元気塾ニューエルダー元気塾
好評！
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◇◇ 編  集 後  記 ◇◇

　台風の威力は、恐ろしいですね。今回、記事を

依頼していた矢板市での出来事で、とても驚きま

した。幸いなことに被害は免れたようですが、自

宅からほんの１キロ程ということでした。海も川

も山もない場所でも災害は突然やってくるのです

ね。油断していてはいけないと思いました。

　もうすぐ、とちまるフェスタが行われます。清々

しい秋晴れに恵まれることを祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　 編集委員長

最優秀審判員
　勝島　冨美子さん
優秀審判員
　土田　　隆さん　　　
　安納　慶太さん

●レク支援テクニックⅡ
平成２５年１０月２６日（土）９時～１６時

栃木県総合教育センター

●対象にあわせたレク支援と
    　　　　　　イベントの作り方講座
平成２５年１１月１６日・１７日（土・日）１泊２日

足利市研修センター　足利市田所町１１０７

●あそびのフリーマーケット
平成２５年２月２日（日）　９時～１６時

栃木県総合教育センター

　●福祉レクリエーション研修会
　平成２６年１月１９日（日）１０時～１５時

　会場　とちぎ福祉プラザ　福祉研修室Ａ

　講師　村松郁恵氏

　内容　主役は高齢者

　　　　～作って遊ぼう　みんなで遊ぼう～

詳細は栃木県レクリエーション協会事務局にお問

い合わせください。

しょうちゃんと遊びま専科32

なつかしい昔の遊びシリーズ

「草花で遊ぶ（その2）」

県レク協会事務局長　高木　昭一

矢

すもう

　今回は、前回の続きで「草花遊び」の続きを
紹介していきましょう。私のところへ前に掲載
した笹遊びの記事を見て、懐かしく思い出しま
したと、職場まで来てくれた方がおりました。
話をしているうちに、草叢や土手岸でこんな遊
びもしたんじゃないということになり「すもう」
とよばれたゲームと「矢飛ばし」という２つを
紹介します。

①

①

③左の親指のツ
メの上に、人さ
し指をのせて図
のように葉をも
ちます。

④親指のツメをこす
るように勢いよく人
さし指を突き出すと、
ツーッととんでいき
ます。

① 20センチほどの長さの葉を用意します。
②太い線の部分を切っておきます。

②

②

③

ススキの葉を切って①
～③の順でつくります。

1、2の3！で、引っぱりあいます。
葉が切れたほうが負けです。

勝
っ
た
！

負
け
た
…
…

インフォメーション

2011-20122011-2012
チャレンジ･ザ･ゲームチャレンジ･ザ･ゲームチャレンジ･ザ･ゲーム

３名が全国で優秀審判員に！

おめでとうでとうでとうお うおめでとう
　ございます。


