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　栃木県フォークダンス協会は、昭和２９年に発

足して、平成２９年で５５年になりました。

　５５年を記念して１０月２２日（日）栃木県体

育館に於いて創立５５周年記念フォークダンス大

会を開催しました。参加者は９００名、うち会員

７５０名、一般参加者は１５０名、本館・別館に分

かれ９０曲のフォークダンスを踊りました。特に

今回は、記念大会でしたので会員５８０名による

デモンストレーションを行いました。カノンワル

ツァー（ドイツ）を５重円（円別に色違いのバン

ダナを使用）になって名前のとおり前の円の踊り

を輪唱するように次から次へと追いかけて踊りま

す、各団体が練習を積んでの取り組みでしたので

見事な出来映えで、観覧席の見学者から隊形が変

わるたびに拍手が湧いてきて会場が一体になった

ような雰囲気でした。

　また、女性はサークル毎に華やかに衣装を揃え

て花が咲いたようでした。フォークダンスは交流

の場、お祭り、お祝い等で踊られているものが多

く、皆んなで手を取り合い楽しく自然に笑顔にな

れる、次から次へとパートナが変わっていく楽し

みもあります。また、踊りにはストーリーもあり

まして仲間との踊り、恋愛をモチーフしたもの、

ファミリーダンス、収穫の喜びを表現したもの

等々と非常に味があります。

　フォークダンスは最高の健康体操だと思いま

す。そんなところに魅せられて今回も多くの方々

が参加していただきました。また次回の再会を約

束して大会を閉じました。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　【フォークダンス協会：塩田】

フォークダンスを踊って５５年

発足５５周年を迎えたフォークダンス協会で、
記念大会が行われました。更に上の歴史が！
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　昨年１１月２３日（勤労感謝の日）に、第５０

回目となる栃木県レクリエーション大会が宇都宮

市新里町にある「ろまんちっく村」で開催されま

した。

　この日はあいにく朝から本降りの雨模様で、関

係スタッフ約１００名が朝早くから来て準備に追

われていましたが、止みそうもなく会場のご厚意

により「ローズハット」という建物内で、スペー

スを分かち合いながら２５種目の体験・交流大会

を実施することとしました。時間の経過とともに、

思っていたより一つの空間で一緒に実施できると

いう雰囲気の中で、和気藹々のうちに楽しくゲー

ムや競技が展開され、あちこちから楽しそうな笑

い声が聞こえていました。

　お昼頃からは晴れ間がのぞき始め、一部の種目

は屋外へ会場を移して実施。特にスラックライン

の種目には、全日本ジュニアチャンピオンの岡田

亜祐美さん（宇都宮北高２年）中村陸人くん・拓

志くん兄弟（戸祭小）の模範演技が披露され、力

強い切れ味抜群の演技に多くの人が見入って大き

な拍手が起こっていました。

　栃木県スポーツチャンバラ協会です。

　この写真は、2 月 17 日に段級審査を行った時

の一コマです。当協会では、定期的に段級審査会

及び指導者講習会・審判講習会等、スポーツチャ

ンバラの更なる向上を目的に実施しています。

　練習は火曜日と金曜日は壬生で１９時より２１

時まで木曜日と土曜日は宇都宮で１９時半より

２１時半までスポチャンで皆さんも楽しく汗をか

きませんか？

　詳しくは夢翔館道場本部までご連絡ください。

　　　　　　　　　　【☎ 0282－82－1327　安納】

　閉会セレモニーは、「みんな友だち」の曲が流

れる中、参加していた全員でフォークダンスを踊っ

て大会を閉じました。雨に泣いたスタートでした

が、関係者の協力により、心が一つになった５０

周年の節目にふさわしいイベントとなりました。

　　　　　　　　　　　　　　　【事務局・高木】

天候を跳ね返す熱気！天候を跳ね返す熱気！
～第50回栃木県レクリエーション大会開催～

！！！！！
～第50回栃木県レクリエーション大会開催～
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※詳細については、県レク協会にパンフレットがあります。      足利市レクリエーション協会 

 

平成 30 年 9 月 8 日(土)・10 月 13 日(土)・11 月 10 日(土)・11 日(日)・12 月 8 日(土) 

平成 31 年 1 月 19 日(土)・2 月 2 日(土)・2 月 16 日(土)  ※9 時～16 時 30 分 

     栃木県総合教育センター(宇都宮市)  足利市生涯学習センター(足利市) 

     28,000 円（8 回シリーズ参加費）ペア割引あり ／ 4,000 円（1 日の参加費） 

     地域・職場等の指導者、教員、保育士、社会福祉施設職員等、レク活動に興味のある方 

     30 名 （定員になり次第 締め切らせていただきます。） 

     平成 30 年 8 月 29 日(水)  ※単発の参加は随時受け付けます。 

     栃木県レクリエーション協会  ：  栃木県教育委員会 栃木県体育協会 栃木県社会福祉協議会 

こ の 講 習 会 を 受 講 す る とととと    

レク活動プログラムの習得と活用方法 

ゲームやクラフト、ニュースポーツの体験

や展開の方法が学べます。 

対象者・目的に合わせた計画的なプログラムの立案と演習 

対象者が主体的に楽しめるレク活動を選択し、プログラム

を立案する場面を想定した演習により実践力が高まります。 

コミュニケーション能力を高める学習 

信頼関係を築く「ホスピタリティ」とあたたかい雰囲気

をつくり出す「アイスブレーキング」の手法を学べます。 

公益財団法人日本レクリエーション協会では、レクリエーションという言葉の主旨（目的）を「心

を元気にすること」と定義しています。人はどのような時に楽しさを感じるのか、その楽しさがどの

ように心を元気にして、気持ちや行動に変化を起こすのかなど、人々の心の元気づくりを支える方法

や技術を、理論・実技・演習をとおして学びます。 

 レクリエーション活動が活かされる領域・場面は多岐にわたっています。子どもから高齢者までの

教育分野や福祉分野の施設や地域の事業などで、全国で約 8 万人のレクリエーション・インストラク

ターが活躍しています。 
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　県レク協会設立５０周年記念行事が２月

１０日（土）、宇都宮市のホテルニューイ

タヤで盛大に開催されました。

　開会前には懐かしい面々が集まって来る

につれ、握手や肩たたき合う姿があちこち

に見られ、清々しくオープニング会場へと

すい込まれていきました。

　式典では石塚英彦会長あいさつの後、長

年にわたってレクリエーション活動の普及

振興に貢献された２６名に席上、表彰状が

贈られました。今回は特に５０周年という

節目の年にあたり、協会史の中で顕著な功

績があった方々について、選考委員会を経

て感謝の気持ちを込めて協会から贈られた

ものです。受賞者の中の一人であった、参

与の野澤重治先生（享年９４歳）におかれ

ては、正月に入り間もなく逝去されたこと

が報告され、生前の功績や活躍ぶりととも

にご冥福をお祈りし、哀悼の意を捧げまし

た。また、今回の賞状は手すき和紙のカラー

印刷に国内で初めて成功された地域ブラン

ド「烏山手すき和紙」を使って作成したも

のです。

　来賓として公益財団法人・日本レクリ

県レクリエーション協会設立５０周年記念行事を開催

未来につなげ 仲間の力とレクの輪を！！
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エーション協会から小西亘理事長が来県さ

れお祝いの言葉として「栃木という独特の

風土の中で培われた歴史と伝統に育まれな

がら、５０周年の記念すべきこの年をきっ

かけに、新しい時代の要請に応えられるよ

うレク運動を通してますます頑張ってほし

い」と励ましの挨拶をいただきました。

　祝賀会に入り、乾杯のあと顧問の檜山

達夫先生の懐かしい想い出話やら、歌あ

りゲームありのバラエティーに富んだ時

間を過ごしました。小山市の大塚忠男さ

んの獅子舞、安納慶太さんグループによ

るスポーツチャンバラの演武、指導者養

成委員会による楽しい歌のつどい、矢板

市レク協会・中条昌明さんのビンゴゲー

ムなど次から次へと楽しい雰囲気の中で

行事が進められ、終始和気藹々の雰囲気

の中で時が刻まれていきました。最後は、

塩田輝夫さんのリードでフォークダンス

「みんな友だち」の曲に合わせ、全員でホー

ルに一重円を描き、和やかな雰囲気の中

で盛り上がりをみせ、最高潮に達したと

ころで閉会となりました。

　　　　　　　　　　　　　【取材・高木】

県レクリエーション協会設立５０周年記念行事を開催

未来につなげ 仲間の力とレクの輪を！！
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　２月３日（土）足利市生涯学習センターにて、ア

イスブレーキング＆あそびのフリマを行いました。

　１５名の参加者で、午前の部ではゲームやＰＡ

などを体験すると共に展開のコツを学びました。

午後は制作や体験型のフリマで、とても盛り上が

り、久しぶりに賑やかな研修会となりました。

　ご覧ください。この楽しそうな笑顔！

　　　　　　　　　　　　　　　　【ＳＹ：柿沼】

しょうちゃんと遊びま専科35

なつかしい昔の遊びシリーズ

「ハンカチ落とし」

県レク協会事務局長　高木　昭一

遊び方

　お待ちしていましたか皆さん、今回もまた懐

かしい昭和30年代、私の小学校時代の遊びを紹

介したいと思います。50代以上の人なら、小さ

い頃、誰もが一度はやった遊びだと思いますよ。

今回は体育の時間にクラス全員で遊んだ記憶の

あるゲームを紹介します。人数はできるだけ多

いほうが楽しいでしょう。

レク・インストラクター養成講習会
part
6

①全員が円になって座ります。

②ひとり（Ａくん）が、ハンカチをもって円の外側を回り

ながら気づかれないように誰か（Ｂくん）の後ろへハン

カチを落とし、また 1 周してきます。

③Ｂくんに気づかれない間に（後ろを振り向いたりした

ら失格。手探りで探すこと）1 周してタッチすればＢ

くんが失格となります。失格した人は円から外れ内側

に入ります。

④Ｂくんに気づかれて追いかけられ、タッチされたら、

Ａくんが失格となります。タッチされる前に、Ｂくん

が座っていたところに座ることができたら、Ｂくんは

Ａくんと同じことを繰り返していきます。

・失格した人は円から
はずれる。

落としたのを気づかれ
なかったら、1周して
タッチする。

ハンカチを
持って追いかける。

▲

▲後ろを向いて見てはいけない。
　手探りで探す。
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　平成２９年度栃木県レクリエーション協会は、独立行政法人

日本スポーツ振興センター振興くじ助成の助成金交付を受け、

栃レク・ニュースレターを発行しています。 

　栃レク・ニュースレターについて以下の質問に対するアンケートへの

ご協力をお願いいたします。

＊アンケートは、ホームページ内からでもお答えいただけます。

ホームページの中の、「栃レク・ニュースレター」⇒「アンケート」からご覧ください。

■助成金交付決定額：480,000 円（総額 600,000 円） 

■発　行：年 3 回（67 ～ 69 号） 

■発行先：県レク協会加盟団体、レク公認指導者、全国都道府県レク協会、レク関係団体 

　※発行先以外の団体・個人でご希望の方には郵送いたします。 

■助成金の主な用途：栃レク・ニュースレター印刷代、発送経費等 

１．どのような記事に興味を持ちましたか。

記事名、感想などをお聞かせください。

２．参考になった記事や役に立った記事は何

ですか。

３．今後掲載して欲しいスポーツ・レクリエー

ションの内容はどんなものですか。

４．栃レク・ニュースレターはどのような現

場で活用しますか。

５．その他。お気づきの点などありましたら、

どんなことでもお書きください。

 

totoスポーツ振興くじ助成金を活用しています

☆アンケートにご協力ください☆
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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

　　　　 　http://rectochigi.jimdo.com

　オリンピック選手のインタビューで、「楽しん

で滑りたい」「楽しんで戦いたい」と答える選手

がとても多いなと感じました。女子カーリングの

選手たちは、「コミュニケーションを大切にして

戦いました」と話していました。私たちが大切に

していることと繋がりを感じ、嬉しくなりました。

　次は、パラリンピックを応援しましょう！

沢山メダルを取って欲しいですね。　「そだねー」

　　　　　　　　　　　　　　　　【編集委員長】

◇◇ 編  集 後  記 ◇◇


