
団　体　名

開催日 時   間 イベント名 会   場 イベント内容 申込先 担当者

9：00～12：00 チ－レク・エクサ普及講習会
千葉県総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-

AM　　千葉県ﾚｸﾘｴ－ｼｮﾝ協会健康体
操普及講習会 TEL　043－290－8361

13：00～16：00 ニュ－スポ－ツ研修
科学センターアリ－ナ

PM　　ニュ―スポ－ツの普及 FAX　043－290－8362

団　体　名

開催日 時   間 イベント名 会   場 イベント内容 申込先 担当者

5月30日(土） 9：00～ キャンプインストラクター

～31日(日） ～16：00 ＆ディレクター2級講習会

キャンプインストラクター

＆ディレクター2級講習会

団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

6月14日（日） 8：30～4：00 船橋市春季市民ペタンク大会 夏見台まちかどｽﾎﾟ-ﾂ広場 市民のみ 047-431-7648 戸松

6月21日（日） 8：30～4：30 第19回成田あじさいペタンク大会 大谷津運動公園 会員・愛好者 0476-26-5415 並木

7月 5日（日） 8：30～4：30 第23回フレンドリー大会 夏見台まちかどｽﾎﾟ-ﾂ広場 会員・愛好者 047-431-7648 戸松

団　体　名

開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

4月25日（土） 9:00～15：00 第3回ふれあい交流大会 啓明ふれあい広場 会員のみ 吉岡

5月　9日（土） 9:00～15：00 第23回袖ケ浦市TBG交流大会 袖ケ浦市営陸上競技場 会員・一般可 　問合せﾒ-ﾙｱﾄﾞﾚｽ

5月20日（水） 9:00～15：00 第5回県年齢別戦交流大会 千葉市第2練習場 会員のみ

6月　6日(土） 9:00～15：00 第22回佐倉市TBG交流大会 佐倉市篠塚コース 会員のみ

木下

事務局

yoshioka.s@bell.ocn.ne.jp

キャンプ資格講習会

NPO法人千葉県キャンプ協会

千葉県ﾀ-ｹﾞｯﾄﾊﾞ-ﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会

千葉市少年自然の家

6月6日(土） 9：00～15：00 千葉市少年自然の家 キャンプ資格講習会
chibashicamping@gmail.com
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千葉県レクリエ－ション協会

千葉県ペタンク・プ－ル協会

AM
6月28日(日）

PM

mailto:chibashicamping@gmail.com
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団　体　名 NPO法人千葉県ウオーキング協会

開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

５月１６日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 手賀沼公園 ウオーキングの基本

５月２３日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 天沼弁天池公園 ウオーキングの基本

５月２３日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 海浜幕張駅南口 ウオーキングの基本

６月２０日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 手賀沼公園 ウオーキングの基本  当日会場申込 事務局

６月２０日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 海浜幕張駅南口 ウオーキングの基本

６月２７日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 天沼弁天池公園 ウオーキングの基本

７月１１日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 手賀沼公園 ウオーキングの基本

７月２５日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 海浜幕張駅南口 ウオーキングの基本

７月２５日（土） 9：00～13：00 ウオーキング教室 天沼弁天池公園 ウオーキングの基本

６月 ６日（土） 両総用水の路ウオーク 東金・山武地区 団体ウオーキング　　　詳細未定

７月 ４日（土） 浜辺を歩こう 稲毛 団体ウオーキング　　　詳細未定

団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

6月20日（土） 10:00～16:00 ふなばし環境フェア 船橋市三番瀬海浜公園 海のネイチャーゲーム TEL・.FAX  047-423-0427 鈴木

団　体　名 日本車椅子レク・ダンス協会　（千葉県支部）

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

4月28日（火） 13:00～16:00 車椅子レク・ダンス養成講座
千葉県障害者
ｽﾎﾟ-ﾂﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝｾﾝﾀ-

車椅子ダンス指導（初級より）

6月16日（火）
又は

6月30日（火）
13:00～16:00 車椅子レク・ダンス新曲講習会

千葉県障害者
ｽﾎﾟ-ﾂﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝｾﾝﾀ-

本年の車椅子ダンス新曲指導
「パブリカ」他2曲

０４３－２７８－７１０８ 衣笠

千葉県シエアリングネイチャー協会

問い合せ　043-463-1372
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団　体　名

開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

5月　8日(金) 午前中 あそびん　 未定 スポーツ吹矢・太極拳 090-1506-8789 松戸す

5月　9日(土) 9:30～11:00 あそびん　 柏の葉小 スポーツチャンバラ・インディアカ 090-4601-5306 松戸

5月17日(土) 9:00～12:00 あそびの日キャンペーン　 TX かしわ田中駅周辺 柏の歴史親子・シニアウォーキング 090-4601-5306 松戸

5月18日(土) 19:00～21:00 レクダンス ひまつぶしｸﾘｴｲﾄｾﾝﾀ- レクダンス 090-5319-4601 髙橋

5月22日(土) 午前中 あそびん　 未定 スポーツ吹矢・太極拳 090-1506-8789 松戸す

5月23日(土) 9:30～11:00 あそびん　 柏の葉小 スポーツチャンバラ・インディアカ 090-4601-5306 松戸

5月30日(土) 13::00:～14:30 あそびの城 永楽台近隣センター ネーチャーゲーム 090-1506-8789 松戸す

6月12日(金) 午前中 あそびん　 未定 スポーツ吹矢・太極拳 090-1506-8789 松戸す

6月13日(土) 9:30～11:00 あそびん　 柏の葉小 スポーツチャンバラ・インディアカ 090-4601-5306 松戸

6月15日(土) 19:00～21:00 レクダンス ひまつぶしｸﾘｴｲﾄｾﾝﾀ- レクダンス 090-5319-4601 髙橋

6月21日(日) 9:00～12:00 柏レクセミナー 柏　沼南体育館 スポレク・介護研修　　未定 090-4601-5306 松戸

7月10日(金) 午前中 あそびん　 未定 スポーツ吹矢・太極拳 090-1506-8789 松戸す

7月13日(土) 9:30～11:00 あそびん　 柏の葉小 スポーツチャンバラ・インディアカ 090-4601-5306 松戸

7月19日(土) 9:00～12:00 柏レクセミナー 柏　沼南体育館 スポレク・介護研修　　未定 090-4601-5306 松戸

7月20日(月) 19:00～21:00 レクダンス ひまつぶしｸﾘｴｲﾄｾﾝﾀ- レクダンス 090-5319-4601 髙橋

7月24日(金) 午前中 あそびん　 未定 スポーツ吹矢・太極拳 090-1506-8789 松戸す

7月25日(土) 9:30～11:00 あそびん　 柏の葉小 スポーツチャンバラ・インディアカ 090-4601-5306 松戸

7月29日(水) 13::00:～14:30 あそびの城 永楽台近隣センター 未定 090-1506-8789 松戸す

柏市レクリエーション協会

2020年5月～2020年7月開催　　　県レク・イベント情報　　千葉県レクリエーション協会発行　2020年度第87号　事務局043－290－8361



団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

5月4日（月）
〜5日（日）

9：00〜16：00 こいのぼりまつり（未定） 千代田調整池 開校式　　種目未定

5月14日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 開校式　　サイコロゲ－ム

5月28日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 ブンブンこまつくり・けん玉

6月11日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 ボ－ルあそび

6月15日（月）
〜6月17日（水）

出られる時間帯
3時間以上

第19回通学合宿 四街道公民館
小学5・6年生　2泊3日公民館に宿泊
学校へ通う

6月18日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 輪ゴムカ－・ドッチボールボ－ル

6月25日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 スカイクロス

7月 　5日（日）
〜7月　7日（火）

出られる時間帯
3時間以上

第20回通学合宿 千代田公民館
小学5・6年生　2泊3日公民館に宿泊
学校へ通う

7月　 9日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 吹き矢・ダーツ

7月16日（木） 14：00〜17：00 放課後こども教室あそびの城 四街道市中央小学校 ヒコ－キ作り・ヨ－ヨ－

団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

5月5日 火・祝 10：00～16：00 さつきレクリエーションまつり イオンノア店特設会場 鯉のぼり掲揚、各種プログラム体験 ※対象：どなたも可 渡邉

5月 9日（土） 09：00～12：00 自遊体験農業(毎月第２土曜日） 吉春自遊体験農場 畑の手入れ、さつま芋苗植え 問合せ:090-7822-8512 庄司

6月13日（土） 09：00～12：00 自遊体験農業 吉春自遊体験農場 畑の手入れ
         事務局：渡辺

庄司

6月21日（日） 08：00～17：00 野田市ソフトバレーボール大会 関宿総合体育館 会場設営、成績集計、運営支援体験 E-mail：noda-rec@live.jp 鈴木

6月28日（日） 09：00～12：00 健康ｽﾎﾟｰﾂクラブ（第１回） 野田市総合福祉会館 会場設営、ゲーム及び運営体験 FAX : 04-7124-6617 関根

7月11日（土） 09：00～12：00 自遊体験農業 吉春自遊体験農場 畑の手入れ
httpｓ://nodarec.jimdo.com/

庄司

7月26日（日） 09：00～12：00 「絵手紙」楽習会 野田市総合福祉会館
会場設営、アイスブレーキング実習
運営体験

百瀬

  四街道市レクリエ-ション協会

ＮＰＯ法人野田レクリエーション協会

   携帯 : 090-2750-0969

千葉県四街道市栗山1000-78

E-mail : rec@cb.wakwak.com

　　　ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞから申込めます

https://www.recyotsukaidou.com/
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四街道市レクリエ-ション協会

事務局　遠西（とおにし）

TEL・FAX（０４３）４２２－８１５８

https://www.recyotsukaidou.com/
https://www.recyotsukaidou.com/


団　体　名

日　程 時   間 イ  ベ  ン  ト  名 会   場 　　イベント内容 申し込み先 担当

５月６日(水) 9:00～14:00
坂戸市場区レクゲーム
＆BBQ大会　支援

坂戸の森さくら会館
マジックナイン、ラダーゲター、
カップスタックス、クッブ、
大声大会等とBBQ

５月７日(木) 13:00～16:00 レクダンス教室 長浦公民館多目的ホール
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
一般可。参加費　５００円

袖ケ浦市社会教育関係団体 ◎宗像

５月２１日(木) 13:00～16:00 レクダンス教室 長浦公民館多目的ホール
楽しい曲でのレクダンスを楽む
一般可。参加費　５００円 0438-62-3139

５月２３日(土) 8:30～13:00
長浦わんぱく教室
「レクと潮干狩り」　支援

長浦公民館多目的ホール、牛込海岸
レクリエーションと潮干狩りを
楽しむ　大人参加費　１７００円

連絡協議会
(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

花沢

５月２７日(水) 9:00～12:00
ながうら遊学塾
「開講式・レクゲーム」

長浦公民館多目的室
開講式後、クッブを楽しもう。 雨天
時イン                     ドア
ローンボウルズｏｒボチャ。

袖ケ浦市レクリエーション協会 栗原

５月２８日(木) 9:30～12:30
東京都千葉福祉園
スポレク　支援

袖ケ浦市東京都千葉福祉園体育館
知的障がい者施設でのスポーツ・
レクリエーションを楽しむ

詳細内容の問合先
◎伊藤和雄

６月４日(木) 13:00～16:00 レクダンス教室 長浦公民館多目的ホール
楽しい曲でのレクダンスを楽む
一般可。参加費  ５００円 　　　　　　 090-4700-3508）

６月１８日(木) 13:00～16:00 レクダンス教室 長浦公民館多目的ホール
楽しい曲でのレクダンスを楽む
一般可。参加費  ５００円

fax 0438-62-4950

６月２７日(土) 9:00～12:00
男性セミナー
「開講式・レクゲーム」

長浦公民館多目的室
開講式後、クッブを楽しもう。 雨天
時イン                     ドア
ローンボウルズｏｒボチャ。

６月２８日(日) 9:30～15:00 子どもるーぷまつり 支援 市民会館
５歳以下の親子のおまつり。
簡単工作、折り紙。
レクゲームを楽しむ

７月２日(木) 13:00～16:00 レクダンス教室 長浦公民館多目的ホール
楽しい曲でのレクダンスを楽む
一般可。   参加費  ５００円

７月５日(日) 12:00～17:00
市民春季インドア・ローンボウル
ズ講習会＆楽しむ会

根形公民館多目的ホール
知的でｽﾘﾘﾝｸﾞな簡単スポーツの
市民参加の講習会＆大会。
参加費　５００円

７月１６日(木) 13:00～16:00 レクダンス教室 長浦公民館多目的ホール
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
一般可。参加費  ５００円

７月１８日(土) 13:00～21:00
長浦公民館「青空の会親子ディ
キャンプ」 支援

長浦公民館
親子＆仲間で楽しいディキャプ
ペットボトルロケット、
紙飛行機、ファイヤーセレニー

７月２３日(木) 9:30～12:30
東京都千葉福祉園
スポレク 支援

袖ケ浦市東京都千葉福祉園体育館
知的障がい者施設でのスポーツ・レ
クリエーションを楽しむ

７月２６日(日) 12:00～21:00
根形公民館「根っこの会親子ディ
キャンプ」 飯盒炊爨・キャンドル
サービスｾﾚﾓﾆｰ 支援

根形公民館
親子＆仲間で楽しいディキャプ　飯
盒炊飯、カレーつくり、
ファイヤーセレモニーとゲーム。

７月２８日(火) 9:00～12:00 蔵波なごやか交流会レクゲーム 橘東青年館 楽しいレクゲームを体験しう！！
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袖ヶ浦市レクリエ-ション協会

すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能



団　体　名 特定非営利活動法人　船橋市レクリエーション協会

開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

5月 9日（土） ９：００～１６：００ 春のきらゆめ広場 本町商店街 レクゲーム・クラフト

5月 9日（土） ９：００～１２：００ スポーツ雪合戦 西部公民館 室内でのスポーツ雪合戦の体験

5月日（水） １３：００～１４：００ スポーツチャンバラ 海神児童ホーム 室内でのスポーツチャンバラの体験

5月31日（日） ８：３０～１４：００ 第17回ウォークラリー大会 新京成前原駅集合 市民対象のウォークラリーの体験

6月11日（木） ９：００～１２：００ 女性セミナー 塚田公民館 仲間づくりのレクゲーム

7月1日（水） １３：００～１６：００ レクスポゲームの体験 海神児童ホーム レクスポゲームの体験

7月1８日（土） ８：３０～１４：００ ディキャンプ 青少年会館 ﾃﾝﾄ設営・野外料理・レクゲーム

8月22日（土） １３：００～１６：００ 夏休み工作体験 海神児童ホーム ｸﾗﾌﾄの体験

8月2９日（土） ８：３０～１４：００ 流しソーメン・レクゲーム体験 青少年会館 流しソーメン・レクゲームの体験

団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

7月19日（日） 9：00-12：00 第3回成田市レクリエーション祭 中台運動公園体育館 様々なレクリエーションの体験

6月  4日（木） 9：00-12：00 フォークダンス初心者体験教室 大栄公民館 初心者体験教室

6月11日（木） 9：00-12：00 フォークダンス初心者体験教室 大栄公民館 初心者体験教室

5月14.日（木） 9：00-12：00 バウンドテニス体験教室 中台運動公園体育館 初心者体験教室

5月21日（木） 9：00-12：00 バウンドテニス体験教室 中台運動公園体育館 初心者体験教室

0476-20-1584 土屋

田中０４７－４７６－５０７６
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成田市レクリエ－ション協会



団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

４月５日（土） 8:00～15：00 養老川リバーサイドウオーク 五井駅東口集合 五井駅から牛久駅までのｳｫ-ｷﾝｸﾞ 0436-43-2197 渡辺

５月５日（火） 9:00～14：00 市民デイキャンプ
市原市
農業ｾﾝﾀ-ﾊﾞ-ﾍﾞｷｭ-広場

バーベキューやゲームをして楽しむ 0436-92-0855 小柳

６月１３日（土） 9：30～15：00 レクセミナー 八幡青少年会館 ニュースポーツやレクダンスなど 0436-21-9023 清水

団　体　名

　　開催日 時   間 　　イベント名 会   場 　　イベント内容 　　申込先 担当者

7月19日（日） 10：00～15：00 福祉現場などで即役立つ                         レクリエーション
県スポーツセンター
宿泊研修所大ホール

認知機能低下予防
・防止のためのレク
脳トレ講義と実技

０９０－８５６２－９９７８ 木滝

千葉県レク・コーデイネーターの会
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