
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月　6日（日）  9：30～14：00 くつの日ウオーク 新検見川公園 ウオーキング　6/11ｋｍ　自由歩行

10月25日（土）  9：00～13：00 千葉県ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝｳｫ-ｸ 未定 ウオーキング　　　詳細未定

10月10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

10月17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

10月24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

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

10月　8日(木) 10：00〜11：00 鷹の台健康クラブ 鷹の台自治集会場 鷹の台健康クラブ介護予防教室
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NPO法人千葉県ウオーキング協会
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四街道市レクリエーション協会

当日会場申込　　　　　　問
合せ　043-463-1372
コロナ感染のため中止の場
合もあります

事務局

千葉県四街道市栗山1000-78
　　　　　　　　　事務局　遠西勝
携帯　090-2750-0969
E-mail : rec@cb.wakwak.com
　　　ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞからも申込めます
https://www.recyotsukaidou.com/

令和２年５月２５日に全都道府県において緊急事態宣言が解除されました。 各加盟団体におかれましては、スポーツ庁、（公財）日本レクリエー ション

協会、都道府県レクリエーション協会、（公財）日本スポーツ協会、（公財）日本 障がい者スポーツ協会、県･市町村等からの指針を、参考にしてください。

なお、現段階での指針を参考に千葉県レクリエ－ション協会のガイドラインを作成、ホームペ－ジに掲載していますので一読ください。

レクリエーション活動を再開するにあたっては、「 三つの密（密閉・密集・密接） 」 の回避や、「 人と人との距離の確保 」「 手洗い・うがい・マスクの着

用などの衛生 」「 室内 の換気 」といった感染拡大を防止する対策を講じることとします。

大会・講習会・研修会等の参加者に対しては、参加者名簿を作成して連絡先を把握す ることとします。当日の検温、体調チェックなど、感染 予防に関す

る事前周知の徹底を図ります。

※ 千葉県レクリエ－ション協会、県レクリエ－ション大会については、現在検討中です

※ ｲﾍﾞﾝﾄ情報については、課程認定校現場実習（参加事業・ｽﾀｯﾌ参加事業）の対象か、予定変更・中止はないか事前の問合せ申込みが必要です。

※ イベント情報については、事業の追加・事業の訂正・事業の中止する場合があります。



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

　8月　9日（日）　13：00～15；00 健康スポレク 緑ケ丘小学校体育館 誰でもできる健康スポーツ。 0475-72-2974 原田

　8月30日（日）　13：00～15；00 健康スポレク 緑ケ丘小学校体育館 誰でもできる健康スポーツ。 0475-72-2974 原田

　9月13日（日）　13：00～15；00 健康スポレク 緑ケ丘小学校体育館 誰でもできる健康スポーツ。 0475-72-2974 原田

　9月27日（日）　13：00～15；00 健康スポレク 緑ケ丘小学校体育館 誰でもできる健康スポーツ。 0475-72-2974 原田

10月18日（日）　 13：00～15；00 健康スポレク 緑ケ丘小学校体育館 誰でもできる健康スポーツ。 0475-72-2974 原田

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月　9日（水） 18：30～20：30 秋季ユニカール教室 中台運動公園体育館 初心者体験教室

　9月16日（水） 18：30～20：30 秋季ユニカール教室 中台運動公園体育館 初心者体験教室

　9月23日（水） 18：30～20：30 秋季ユニカール教室 中台運動公園体育館 初心者体験教室

　9月30日（水） 18：30～20：30 秋季ユニカール教室 中台運動公園体育館 初心者体験教室

10月16日（金） 18：30～21：00 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

10月17日（土） 　9：00～ 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

10月30日（金） 18：30～21：00 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
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成田市レクリエーション協会

近藤
ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ協会事務局
成田市スポーツ振興課内
0476-20-1584

茂原市レクリエ－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

8月  6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

8月12日（水） 9:00～16:00 ねこまろレク　支援 根形公民館
ねこまろ：根形地区の学生さんが、小学
生と勉強と遊びで交流する支援

袖ケ浦市
社会教育関係団体

◎宗像

8月17日(月) 9:00～16:00 ねこまろレク　支援 根形公民館
ねこまろ：根形地区の学生さんが、小学
生と勉強と遊びで交流する支援

0438-62-3139

8月17日(月) 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

連絡協議会
(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

花沢

8月25日(火) 9:00～12:00
長浦公民館
「さわやかスクールレク」

長浦公民館多
目的ホール

長浦公民館
「さわやかスクールレク」

9月 3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
レクリエーション協会

栗原

9月17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

9月24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、
スポーツ・レクリエーション支援 詳細内容の問合先

10月 １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

◎伊藤和雄

10月  4日(日) 9:30～15:00
東京都千葉福祉園
秋まつりゲーム　支援

袖ケ浦市東京都
千葉福祉園

知的障碍者施設での秋まつりゲーム
（射的、輪投げ等）を楽しむ

 090-4700-3508
fax 0438-62-4950

10月17日(土) 13:30～15:30
第66回千葉県ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ
大会㏌袖ケ浦市

根形公民館
多目的ホール

県レク大会の
インドア・ローンボウルズを楽しむ・。

10月15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

すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能

10月24日(土) 8:30～12:00 蔵波なごやか交流会 蔵波小体育館 チャレンジ・ザ・ゲームを楽しむ

10月31日(土） 9:00～15:00
市民会館まつり
レクゲーム　支援

市民会館
レクゲーム
(ﾗﾀﾞｰ・ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀｰ､ｶｯﾌﾟｽﾀｯｸｽ､縄跳び､
けん玉､クッブ)を楽しむ

袖ケ浦市レクリエーション協会
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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

８月1日(土） 9:00～12:00 自遊体験農業 吉春体験農場 畑の手入れ、さつま芋つる返し 庄司

８月9日(日） 9:00～12:00 第2回健康ｽﾎﾟｰﾂクラブ 総合福祉会館 ニュースポーツ体験、運営体験 事務局：渡邉 関根

９月5日(土） 9:00～12:00 自遊体験農業 吉春体験農場 畑の手入れ、大根種まき 携帯:090-7822-8512 庄司

９月20日(日） 9:00～12:00 第1回福祉レク楽習会 総合福祉会館 ｺﾐﾆュｹ-ｼｮﾝﾜｰｸ、気晴らしﾚｸ体験 FAX：04-7124-6617 渡邉

９月27日(日） 9:00～12:00 第2回絵手紙楽習会 総合福祉会館 身近な素材で楽しむ絵手紙ﾚｸ体験 メール：noda-rec@live.jp 百瀬

10月3日(土） 9:00～12:00 自遊体験農業 吉春体験農場 畑の手入れ、レク体験 https://nodarec.jimdo.com/ 庄司

10月4日(日） 9:00～12:00 第３回健康ｽﾎﾟｰﾂクラブ 総合福祉会館 ニュースポーツ体験、運営体験 関根

10月25日(土） 9:00～14:00 収穫祭り 吉春体験農場 芋掘り・収穫野菜食事会・レク遊び 庄司
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特定非営利活動法人　野田レクリエーション協会

https://nodarec.jimdo.com/

