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　３月１２日（日）佐野市中央公民館においてチャ

レンジ・ザ・ゲームの講習会が開催されました。

チャレンジ・ザ・ゲームはグループで交流しなが

ら記録に挑戦し、遊び感覚で身体を動かす楽しさ

を味わうことができる新しいスポーツです。もち

ろん仲間づくりや絆、そして笑い声などが出るス

ポーツです。

　今回、２４名の方が資格を取得されました。是

非、地域、育成会等の活動に活かしていただきた

いと思っています。

　野山に新緑が映える５月１３日（土）、平成２９

年度県レクリエーション協会定期総会が市町協

会・種目団体代表者を集めて、県スポーツ会館で

開催されました。

　この日は開会前に、去る３月２７日に那須町の

雪崩事故で高校生・引率先生ら８人の方々が亡く

なり、そのご冥福を祈り黙祷をしてから始めまし

た。二度とこのような悲惨な事故が起きないよう

出席者全員で再確認いたしました。

　席上、平成２８年度の事業報告及び収支決算の

承認をいただき、その後の議案で、平成２９年度

の主な事業や計画などを協議しました。出席者か

ら活発な意見や要望などが出されスムーズなうち

にも熱のある総会となりました。その後、会則

の一部改正や協会発足５０周年事業の件が報告さ

れ、後日、実行委員会を立ち上げて式典や記念事

業を計画していくこととしました。続いて、県教

委から生涯スポーツイベントの進め方や国体準備

室からデモスポ募集の協力依頼等の説明を受け閉

会しました。

　＊午前中の理事会で「栃木県ユニカール協会」

が新規加盟団体になり、総会の席上で報告があり

ました。

　２月５日（日）足利市生涯学習センター

で、あそびのフリーマーケットが開催されま

した。有資格者がそれぞれ得意な技術を提供

し、受講生や短大の学生など、レクを学ぶ仲

間たちが体験するという一日です。提供する

側もされる側も楽しみながら色々なブースを

廻り、あっという間に時間が過ぎました。品

物は勿論、技術や技等、みんなそれぞれたく

さんのお土産ができま

した。　　ＳＹ：柿沼

県レク協会定期総会開催！！
平成29年度 チャレンジ・ザ・ゲーム審判講習会

あそびのフリマ大盛況！

この広報誌はスポーツ振興くじ助成金を受けて発行しています。
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　ことしは設立５０周年

　協会設立５０周年を記念して、式典やゲーム集

の刊行などが、総会で議論されましたが、すでに

具体化に向けて動き出しています。近々、記念事

業の全体像をお知らせできると思います。ご期待

ください。

　さて、まず日本レクリエーション協会の生い立

ちを見てみましょう。

　Ｒｅｃｒｅｗ 4 月号、「先達たちの歩みを振り返る」

というレク史探訪の記事が目に留まりました。こ

の記事によりますと、昭和 22 年、第 1 回の全国

レクリエーション大会が石川県金沢市で開催さ

れ、関係者の間で、次のことが協議されたとあり

ます。

①県市町村および職場にレクリエーション組織を

　つくる

②全国組織を整備すること

③レクリエーション運動を普及推進すること

　この大会で、日本レクリエーション協議会（翌

年、日本レクリエーション協会と改称される。）

　協会の任務も、次のように紹介されています。

①レクリエーション運動の推進

②加盟団体すなわち都道府県レクリエーション協

　会の育成

③指導者の養成

④全国大会の開催

⑤財政の確立

　このシンプルな表現の中に、当時の関係者の熱

意をうかがい知ることができます。

　翻って、我が栃木県レクリエーション協会の歩

みですが、これは、設立 40 周年記念誌に詳しい

ので、ぜひお目通しいただきたいと思います。一

つ申し上げれば、その記念誌のタイトルが「歴史

を力に　未来へはばたけ」となっていることです。

設立○○周年を記念するのに、これ以上の表現は

ないだろう、と思うくらいのすばらしい、そして

ふさわしい言葉だと思います。

　設立 50 周年を契機に、とりあえず、これから

の 10 年に向けてはばたくために、ことし 1 年を

かけて、じっくりと考えてみようではありません

か。

　私もレク歴５０年

　ことし更新の、私の日本レクリエーション協会

指導者資格証には、多分初年度登録なのでしょう、

[1972.09] とあります。インストラクターを取得

してから 45 年の月日がたっているのですね。

　私のレクの原点はもう少し前、昭和 38 年、県

教育委員会が主催したキャンプ指導者養成講習会

を受講したことになるでしょうか。ここで学んだ

ゲームやソングが実に楽しく、夢中になったもの

です。当時、地元の教育委員会で社会体育を担当

していましたので、即仕事の場で生かすことがで

きました。職場でも、所属していた地域青年団活

動の場でも、レク指導が実践できたのです。といっ

ても、ゲーム、ソング、フォークダンスのいわゆ

る「三種の神器」といった時代のことですが。

　下都賀 8 町（当時）の社会体育担当で、県レク

協加盟を相談し、そろって加盟できたのは楽しい

思い出です。町レベルでは、県内で初めて、レク

インストラクター養成講習会の開設など、仕事な

のか趣味なのかわからないほど、レクに没頭した

時期がありました。やがて、サイクリング、ハイ

キング、ホステリング、オリエンテーリングなど

の野外活動、なかでも組織キャンプ活動に傾斜し、

今があると思っています。そんな私の支えは、こ

の 50 有余年の間にめぐり会えた師、先輩、友人

知人、多くの仲間たちの存在です。それはまた、

大きな財産であると思っています。

石塚　英彦

設立50周年と私の軌跡設立50周年と私の軌跡
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　今後に向けて

　そして今考えること、私の拙い経験はさておき、

それはいうまでもなく栃木県レクリエーション協

会の在りようと行く末に他なりません。そこで冒

頭の、日本レクリエーション協会発足時のシンプ

ルな表現の任務が頭をよぎってきます。

　それは、もっとシンプルにいうと、「組織」「人材」

「財力」でしょうか。レク協だけに限りませんが、

継続・発展のための三要素といって差し支えない

　栃木県レクリエーション協会は、本年度で

協会設立５０周年を迎えます。

折りしも、２０２０年には東京オリンピック・

パラリンピック大会が開催され、その２年後

の２０２２年には、とちぎ国体が決定されてい

て、スポーツ・レクリエーションに親しみ、

健康づくりに取り組む人々を拡大させる機会

に直面しています。栃木県レクリエーション

協会は、加盟団体の活動や種目の普及を推し

進め、地域での場づくりやそれを支える支援

者の育成に積極的に取り組んで参ります。そ

して、誰もがスポーツ・レクリエーションを

楽しみながら、心身の健康の保持増進と地域

間の交流を図って参ります。

　この５０周年を契機に、レクリエーション

の原点にもう一度戻って、県内各団体の指標

となれるような運動を推進し、県民の皆さん

を元気づけられるような活動を展開して参り

ます。

１. 設立５０周年を契機に、市町レクリエー

ション協会及び加盟種目・領域団体への

スポーツ・レクリエーション普及へのさ

らなる推進に取り組む。

２.「とちぎスポーツフェスタ２０１７及び第

５０回県レクリエーション大会」を軸と

して生涯スポーツや他団体との連携によ

り、誰もが楽しむことができるスポーツ・

レクリエーション活動の推進を図る。

３. みんなで知恵を出し合い、昨年に引き続

き県レクリエーション協会運営のための

財源確保方策に取り組む。

４. スポーツ・レクリエーション指導者、及

び課程認定校への養成体制を整え、実技

科目においても、種目の普及に努める。

５. ホームページや広報紙等を充実させ、レ

クリエーション活動の魅力や情報提供に

あたり、県民に広くレクリエーション協

会の存在を知っていただく取り組みを展

開する。

でしょう。それはまた、集団が存続する限り、永

遠の課題でもある、といってよいかもしれません。

そうして、今後の県レクリエーション協会を構

想、展望するうえで欠かせないもの、それは栃レ

クニュースレター第 53 号に掲げられた、檜山前

会長のご提言です。みごとなまでに課題を摘出し、

方策を示されています。設立５０年の節目のとき、

このご提言を活かすことができないものか、みな

さんのご意見やお知恵をお寄せいただければ幸い

です。

栃木県レクリエーション協会活動方針

設立50周年と私の軌跡設立50周年と私の軌跡
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　今年で１８回を数えますＫＡＩＲＩＮユネスコ杯

ドッジボール選手権ですが、だれでも手軽に楽し

めるドッジボールを通してスポーツマンシップを

学び、友情の輪を広げ、たくましい児童の育成と

ドッジボール普及を目的として活動して参りまし

た。

　今年度は平成 29 年　4 月 8 日・9 日の２日間足

利市民体育館にて開催され、関東近県（群馬県、

埼玉県、茨城県、東京都、神奈川県）からの参加

に加え、山梨県、福島県より参加し２日間で６１

チームが集まり、大会を盛り上げてくれました。

初日 8 日は、小学生女子（3 年～ 6 年生）単独の

部９チームと小学生（1 年生～ 4 年生まで）ジュ

ニアの部１０チーム、中学生の部１０チームによ

る。三部門の競技を行い合計で２９チームが参加

しました。１年生の元気な声とファイトあるプレ

イに会場からも大きな拍手が後押しします。また、

中学生ではスピード感溢れるプレイに会場がどよ

めき、女子チームの粘り有るプレイにも拍手が鳴

りやみませんでした。

　女子の部は群馬県『剛志☆スターズ』がジュニ

アの部は埼玉県『岩槻ジェニシスＪｒ』、中学生

の部は茨城県『TKBB wish R』が優勝しました。

　２日目は小学生（3 年～ 6 年生）男女混合の部

の開催です。参加チームは 32 チームがエントリー

しました。競技の中でも一番登録するチーム数が

多い部門ですので各チームとも気合が入り、白熱

した試合が続きました。新チーム間もない時期も

あり、新エースへのチームメイトから励ます姿勢

に胸打たれ、チーム全体で勝利に向けて声を張り

上げる姿にも拍手が鳴りやみませんでした。　

　優勝したのは群馬県『佐野小ファイターズ』で

す。

　２日間共に足利市民体育館アリーナに響き渡る

選手のそのプレイを支える各地より集まった審判

団。裏方スタッフも含めてこの大会への熱い思い

がここに集結しました。

　今回、大会名、国際親善大会とあるように台湾

よりチームが参加する予定でしたが、都合が付か

ずに不参加でしたが、台湾ドッジボール協会　王

会長が来日され挨拶の際に次回大会への参加を公

約してもらえました、次回が楽しみです。

栃木県ドッジボール協会　理事長　粕川　勝　書

第18 回 ＫＡＩＲＩＮユネスコ杯ドッジボール選手権国際親善大会
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みんな笑顔に

笑顔の種をまきましょう

毎日毎日お水をあげて

じっと成長を見守りましょう

きっとステキな笑顔に出会えます

日　時　11月１４日（火）
　　　　10時～ 12時、13時～ 15時
会　場　未定　
参加費　午前の部1500円　午後の部1500円
　　　　一日通して2000円
内　容　午前の部 
　　　　“身近なものを使って！ 
　　　　　　　ゲーム deチャレンジ“（仮称）
　　　　午後の部 
　　　　“作って遊ぼう！”（仮称）
※この事業はレク・インストラクター資格取得の

　単位Ｇ演習１( 受講時間数 ) 認定いたします

栃木県レクリエーション協会は今年度 50 周

年を迎えます。　

「栃木県」といえば「とちまるくん」

「栃木県レクリエーション協会」といえば

「？？？」

私たちの活動のアイドルを募集いたします。

会員のみならず、県民の皆様にも親しんで

いただけるような

「キャラクター」を是非ご応募ください。

 締　切　平成29年 8月 31日
 応募先　栃木県レクリエーション協会
　　　　 rec-tochigi@h2.dion.ne.jp
※決定等応募作品の

取り扱いは総務委員

会に一任ください。

　体幹が鍛えられるとして、トップアスリートのトレーニン

グにも取り入れられている、今話題のスラックライン。

　７月１７日に、さくら市で行われる「第３回　もりの日」

において、スラックラインの体験会を行います。ぜひ、一緒

に体験してみませんか？

　日　時　２０１７年７月１７日（月・祝日）
　　　　　１０時～１６時
　場　所　さくら市ミュージアム勝山公園
　参加費　１日５００円
　格　好　運動靴（なるべく底がたいらなもの）
　お問い合わせ　TEL090-5425-6830
　　　　　　　　（スラックライン協会・岡田）

やってみませんか？スラックライン！やってみませんか？スラックライン！やってみませんか？スラックライン！やってみませんか？スラックライン！やってみませんか？スラックライン！やってみませんか？スラックライン！やってみませんか？スラックライン！

福祉レクリエーション研修会福祉レクリエーション研修会福祉レクリエーション研修会福祉レクリエーション研修会福祉レクリエーション研修会福祉レクリエーション研修会福祉レクリエーション研修会 総務委員会発 「キャラクター」募集！
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平成２９年度 加盟団体インフォメーション
行　事　名 月日

（曜日）/時間 会　場 参加費 定 員
取得できる単位
事業参加・

スタッフ参加
申込 ･ 問い合わせ連絡先

とちぎキャンプ
アカデミー

6月30日～
7月2日（金土

日）

那須塩原市
ボーイスカウト那須野営場 12000 円 20 名 キャンプ

インストラクター
栃木県キャンプ協会
ＨＰにて確認

わくわくどきどき初めて
のキャンプ

7月8･9日
（土日）　

宇都宮市
冒険活動センター 5000 円 小 1 ～ 3

30 名
栃木県キャンプ協会
ＨＰにて確認

レクリエーションダンス
講習会

7月9日（日）
13:00～15:00

小 山 勤 労 者 体 育 セ ン
ター 1000 円 70 名 なし 小山市レクリエーション協会（輕部）

090-6312-8360

ハイキング講座 7月22日（土）
予定 浄土平（福島県） 未定 未定 事業参加 日光市教育委員会スポーツ振興課

0288-21-5183 ／ FAX 0288-21-5188

親子でサイクルトライアル 7月23日（日）
予定

鹿沼市　　　　　　　
　黒川緑地公園 未定 未定 スタッフ参加

事業参加
鹿沼市レクリエーション協会
FAX 0289-77-2286 ／ 090-7187-5826

と ち ま る 生 涯 ス ポ ー ツ
2017　カワチカップ 7月30日（日） 県南体育館 未定 なし 栃木県ドッジボール協会

090-1851-5883

自然生活体験キャンプ 8月10～13日
（木～日）　

那須塩原市
太陽の丘農場跡地 18000 円 30 名 栃木県キャンプ協会

ＨＰにて確認

とちぎスポーツフェスタ
おやこドッジすくうる 8月中予定 未定 未定 なし 栃木県ドッジボール協会

090-1851-5883

ディスコン指導者養成講
習会

8月20日（日）
一日 高林公民館 1000 円 30 名 資格取得あり

（登録料 3000 円）
那須塩原市レクリエーション協会
090-3474-1659（菊地）

ショートタイム・トライ
アル

8月20日（日）
9:00～15:00 ろまんちっく村 未定 50 名 栃木県マウンテンバイク協会

090-2753-2495　または協会ＦＢ

フォークダンス講習会 9月3日（日）
13:00～15:00

小 山 勤 労 者 体 育 セ ン
ター 1000 円 70 名 なし 小山市レクリエーション協会（輕部）

090-6312-8360

とちぎスポーツフェスタ
県交流大会　第28 回栃木
県武術太極拳交流大会

10月１日（日）
10：00～16：00 栃木県立体育館 未定 未定 栃木県武術太極拳連盟

028-653-8185

お や ま ス ポ ー ツ レ ク リ
エーションフェア

10月7日（土）
10：00～15：00 小山総合運動公園 なし なし スタッフ参加

事業参加
小山市レクリエーション協会（輕部）
090-6312-8360

第 13 回 佐野市民
レクリエーションフェスティバル

10月9日（月）
9：00～15：00 佐野市運動公園 無料 なし 佐野市スポーツ立市推進課

0283-20-3049

とちぎスポーツフェスタ 2017
第 55 回栃木県フォークダ
ンス大会

10月22日（日）
10：00～15：00 栃木県体育館 無料 600 名 栃木県フォークダンス協会

028-665-6005

栃レク種目別ペタンク大会 10月22日（日）
8：00～14：30 水辺の楽校多目的広場 500 円 なし 栃木県ペタンク・ブール連盟（伊原）

090-2327-5978 

とちぎスポーツフェスタ
2017

10月28日（土）
9：00～15：00 栃木市総合運動公園 無料 なし スタッフ参加

事業参加
栃木県レクリエーション協会
028-650-3330

日光市レクリエーション
講座① 10月29日（日） 高百運動広場他 未定 未定 日光市教育委員会スポーツ振興課

0288-21-5183 ／ FAX 0288-21-5188

秋のハイキング 11月予定 未定 無料 なし 栃木市レクリエーション協会
0282-43-2393

第 22 回 社会人ドッジボー
ル選手権 11月予定 未定 未定 なし 指導者区分１

資格
栃木県ドッジボール協会
090-1851-5883

とちまるフェスタ 2017
県民カローリング大会 11月3日（金） 宇都宮市清原体育館

サブアリーナ
1 ﾁｰﾑ

1500 円 20 ﾁｰﾑ 栃木県カローリング協会
028-660-0797 ／ 090-2530-1377

第６回 いちかい
スポーツレクリエーション祭

11月5日（日）
 8：30～15：00 城見ケ丘運動公園 他 無料 なし 市貝町中央公民館

0285-68-0020

第 5 回 栃木県パークゴル
フ大会

11月9日（木）
8:30～13:30

鬼怒グリーンパーク
白沢パークゴルフ場 1800 円 200 名 スタッフ参加 栃木県パークゴルフ協会

日光市レクリエーション
講座② 11月19日（日） 高百運動広場他 未定 未定 日光市教育委員会スポーツ振興課

0288-21-5183 ／ FAX 0288-21-5188

栃木県レクリエーション
大会 in ろまんちっく村

11月23日（祝木）
9:00～15:00 ろまんちっく村 無料 なし スタッフ参加

事業参加
栃木県レクリエーション協会
028-650-3330

ろまんちっくエンデュラ
ンス

11月26日（日）
8:00～15:00 ろまんちっく村 未定 400 名 栃木県マウンテンバイク協会

090-2753-2495　または協会ＦＢ
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回 研修会 日　　時 会　　場 内　容

1

コミュニケーションワーク
入門講座
～楽しいレク・ゲームのネ
タの数々自分も楽しみなが
ら学べます～

平成 2 ９年
９月 ９日（土）
9 時受付
16 時終了

足利市生涯学習セン
ター足利市相生町 1-1
☎ 43-1313

アイスブレーキングは、初対面の人との関係づくりに
役立ちます。すぐに役立つ楽しいゲームを体験しなが
ら、楽しさを演出するリーダーがもっている「コミュ
ニケーション・ワーク」（アイスブレーキングの裏技）
を学びます。　
※インスト認定単位　D-1 ～ D-4　　4 コマ

2

レクリエーション応用講座
①
～ 楽 し い に は わ け が あ る
ハードル設定編～

平成 2 ９年
10 月２１日（土）
9 時受付
16 時終了

栃木県総合教育セン
ター　宇都宮市瓦谷町
1070　
☎ 028-665-7200

ゲームの説明を「小さな楽しい」を積み重ねることで
より楽しいゲームの世界へ引き込むことができます。
様々なジャンルのゲームを体験しながらレクの技「ハー
ドル設定」に迫ります。
※インスト認定単位　A-1、E-1、２、５　４コマ

3

レクリエーション応用講座
②
～ 楽 し い に は わ け が あ る
CSS プロセス編～

平成 2 ９年
１１月１８日（土）
９時受付
16 時終了

栃木県総合教育セン
ター　宇都宮市瓦谷町
1070　
☎ 028-665-7200

ゲームをすると様々な反応があります。レクの達人は、
それをどう受け止めてどんな刺激をすればさらに盛り
上がるかを知っています。CSS プロセスという技術を
伝授します。
※インスト認定単位　A-3　E-3、４、６　４コマ

4

レクリエーション活用講座
①
～楽しいから始めよう
あなたの生活にレクを～

平成 2 ９年
１２月 9 日（土）
9 時受付
１９時終了

足利市生涯学習セン
ター足利市相生町 1-1
☎ 43-1313

現代社会が抱える問題（少子高齢化・地域コミュニティ・
ライフスタイルの変化等）にレクが果たせることを考
え、仲間とつくる楽しい時間（イベントや集い）の演
出法を学びます。

5

レクリエーション活用講座
②
～楽しいにはわけがあるレ
ク・アレンジ編～

平成３０年
１月２０日（土）
９時受付
１７時終了

足利市生涯学習セン
ター足利市相生町 1-1
☎ 43-1313

楽しいにはわけがある「ハードル設定」と「CSS プロ
セス」の確認。さらに対象に合わせたレク財のアレン
ジ法を学び、自分のレク支援を確立させます。
※インスト認定単位　 A-2　C-3　F1 ～ 4　６コマ

6

ザ・アイスブレーキング研
修会＆あそびのフリーマー
ケット
～ゲームやレクネタが増え
る１日～

平成３０年
１月２０日（土）
９時受付
１７時終了

足利市生涯学習セン
ター足利市相生町 1-1
☎ 43-1313

あそびの達人が、アイスブレーキングゲームとレクの
魅力（クラフト・手作りあそび・パネルシアターなど）
を伝えます。　　　
※インスト認定単位　H- １～５　５コマ

レク・インストラクター養成講座
どの回からでも楽しく学習できます。レクのネタがレクの仲間がどんどん増えネットワークも広がります！
とにかく自分が楽しめます！

【参加費について】シリーズ参加費 10,000 円（1 ～ 6 回）

                                ※単発受講より 2,000 円お得です。単発受講費　2,000 円（1 回に付き）

◆インストラクター資格の取得を目指す方◆
シリーズ参加受講費（１～５回）24,000 円　（単発受講より 5,000 円お得です。

（単位認定カードを持参ください。）単発参加受講費　1 コマについて 1,000 円

◆インストラクター資格の取得を目指す方◆
シリーズ参加受講費（１～５回）24,000 円　（単発受講より 5,000 円お得です。

（単位認定カードを持参ください。）単発参加受講費　1 コマについて 1,000 円

行　事　名 月日
（曜日）/時間 会　場 参加費 定 員

取得できる単位
事業参加・

スタッフ参加
申込 ･ 問い合わせ連絡先

平成 29 年度　栃木県オリ
エンテーリング大会 １２月予定 未定 未定 なし 栃木県オリエンテーリング協会

028-616-6002

新春大ドッジボール大会 1月20日（土）
9:00～12:00 栃木市大平体育館 無料 なし 栃木市レクリエーション協会

0282-43-2393

熱熱親子で麺ソーレ！！ 1月21日（日） 鹿沼市　　　　　　　
自然体験交流センター

大人 500 円
小人 300 円

親子 20 組
（50 名）

スタッフ参加
事業参加

鹿沼市レクリエーション協会
FAX 0289-77-2286 ／ 090-7187-5826

冬キャンプ 2月10･11日
（土日）　

那須町　なす高原自然
の家（予定） 12000 円 小 1 ～ 6

30 名
栃木県キャンプ協会
ＨＰにて確認

第 27 回 春の全国小学生ドッ
ジボール選手権　栃木大会 2月18日（日） 佐野市アリーナたぬま 未定 なし 栃木県ドッジボール協会

090-1851-5883

福祉レクリエーションセ
ミナー

２月下旬予定
10：00～15：30

足利市生涯学習
センター 3000 円 50 名 Ｆ 1 ～４

足利市レクリエーション協会（安藤）
FAX 0284-71-3743
E-mail : ashi_rec@yahoo.co.jp

第 １0 回 鹿 沼 東 ロ ー タ
リークラブ　夢カップ 3月10日（土） 鹿沼市フォレスト

アリーナ 未定 なし 栃木県ドッジボール協会
090-1851-5883
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                   028-650-3331

　　　　 　rec-tochigi@h2.dion.ne.jp

　　　　 　http://rectochigi.jimdo.com

　念願のｔｏｔｏの申請が通り、今年度から８ページ

年３回の発行予定となりました。一部カラーにもなり、

レク協だけでなく加盟団体などの記事も入れていくこ

ととなりました。

　身近なイベント、おもしろ情報などありましたら、

いつでも連絡お待ちしています。楽しいことを広める

発信源となり、楽しさの輪が大きくなっていけたらい

いなと願っています。　　　　　　　　【編集委員長】

◇◇ 編  集 後  記 ◇◇

URL  http://rectochigi.jimdo.com です。

新しい情報が盛りだくさん。どうぞ覗いてみてく

ださい。

ホームページが、

新しくなりました！

 ２月５日（日）足利市生涯学習センタ

ーで行われた選考テストで２２名の方が

合格いたしました。

　足　利　市　　由水美智子さん

　壬　生　町　　小谷野代志子さん

　壬　生　町　　間中　孝子さん

　下　野　市　　田村　秀子さん

　栃　木　市　　岡田　成夫さん

　栃　木　市　　渡辺　久江さん

　宇 都 宮 市　　川上　芳信さん

　宇 都 宮 市　　佐藤　進さん

　宇 都 宮 市　　小堀　梅子さん

　宇 都 宮 市　　稲葉　勉さん

　宇 都 宮 市　　涌井　重勝さん

　鹿　沼　市　　荻原　房子さん

　那須烏山市　　高徳　年子さん

　那須烏山市　　高徳　宗光さん

　那須塩原市　　藤丸　忠雄さん

　那須塩原市　　久保　誠さん

　那須塩原市　　岩内　章司さん

　大 田 原 市　　生田　康裕さん

　さ く ら 市　　川上　雅子さん

　さ く ら 市　　川上　宣さん

　那　須　町　　井上　芳夫さん

　那　須　町　　平野　佳代子さん

　　　　おめでとうございます。

新しい仲間が増えました新しい仲間が増えました

とちぎスポーツフェスタ2017開催！
● 10 月 28 日（土）

　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時

● 11 月 23 日（木・祝日）

　 ろまんちっく村 10 時～ 15 時

みなさん、遊びにきてください。

　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時　 栃木市総合運動公園 10 時～ 15 時

しょうちゃんと遊びま専科33

なつかしい昔の遊びシリーズ

「 ポ コ ペ ン 」
県レク協会事務局長　高木　昭一

　みなさん、お久しぶりで～す。昔の遊びシリーズ復活

です。貴重な紙面をさいていただきましたので、頑張っ

て思い出しながら書いてみます。今回は「ポコペン」と

いう昔遊びを紹介しましょう。10 人ぐらいで遊ぶのが適

当でしょう。

●遊び方●

①じゃんけんで、まず鬼を１人決めます。

②鬼は、木や壁に向って立ち、目をつぶります。ほかの

人は、鬼を突っつく人を１人決め、その人が鬼の背中

を突っつきます。その時、みんなで「ポコペン、ポコ

ペン、突っつきましょうよ、ど～なた、ポコペンペン」

と大声で言います。

③鬼は振り向いて、突っついた人を当てます。当たった

ら鬼を交代します。当たらなかったら、鬼はそのままで、

木や壁に向って目をつぶり 100 数えます。ほかの人は

その間に隠れます。

④鬼はみんなを探し、全員見つけたら、最初に見つけた

人と鬼を交代して②から遊びを続けます。全員を見つ

けられなかったり、気が付かないうちに体にタッチさ

れたりすると、もう一度鬼になり②から遊びを続けま

す。


