2021年2月～2021年4月開催
団 体 名
開催日

県レク・イベント情報

時 間

イベント名

8：30～16：30 第33回千葉県ｵｰﾌﾟﾝﾍﾟﾀﾝｸ大会

3月25日（木）

9：15～16：15 第1回千葉県なのはなﾍﾟﾀﾝｸ大会

2021年2月～2021年4月開催

開催日

2021年度第90号

会 場
イベント内容
夏見台まちかど
会員及び愛好者
スポ－ツ広場
成田市大谷津運動公園 年齢59才以上の方

県レク・イベント情報

千葉県レクリエーション協会発行

担当者

047-431-7648

戸松

047-431-7648

戸松

事務局043－290－8361

千葉県ウオーキング協会
時 間

イベント名

会 場

イベント内容

県総合スポーツセンター 総会後自由歩行にて歩きます7ｋｍ

4月 6日（土）

9：30～13：00 ウオーキング教室

手賀沼公園

ウオーキングの基本

4月17日（土）

9：30～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口

ウオーキングの基本

2021年2月～2021年4月開催
開催日

申込先

2021年度第90号

3月21日（日） 13：00～15：00 ＣＷＡ総会ウオーク

団 体 名

事務局043－290－8361

千葉県ペタンク・ブール連盟

3月14日（日）

団体名

千葉県レクリエーション協会発行

県レク・イベント情報

千葉県レクリエーション協会発行

申込先
当日会場申込・問合せ
043-309-5606
コロナ感染状況により
中止になる場合もあり

2021年度第90号

担当者
事務局

事務局043－290－8361

柏市レクリエーション協会
時 間

イベント名

会 場

イベント内容

申込先

担当者

2月11日（木）

9時～12時 ﾁｬﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ大会(県学校ﾚｸ共催)

柏市立光ケ丘小学校

チャレンジ ザ ゲーム 他

090-4601-5306

松戸

2月11日（土）

9時～12時 柏レクセミナー

柏市沼南体育館

ウィズコロナ対応したレクダンス

090-4601-5306

松戸

3月13日（土）

9時～13時 柏レクセミナー・あそびん

柏市立柏の葉小

ウィズコロナ対応したゲーム

090-4601-5306

松戸

県レク・イベント情報

2021年2月～2021年4月開催
団 体 名 四街道市レクリエ-ション協会
開催日

時 間

イベント名

2月18日(木) 9：10〜10：30 元気クラブ さくらんぼ

千葉県レクリエーション協会発行
会 場

わろうべの里

2021年度第90号

イベント内容

介護予防教室

事務局043－290－8361
申込先

担当者

四街道市レクリエーション協会
事務局 遠西 勝（とおにし）
携 帯 090-2750-0969
住所 四街道市栗山1000-78
Tel/fax 043-422-8185
E-mail rec@cb.wakwak.com
http://www.rec-yotsukaidou.com

県レク・イベント情報

2021年2月～2021年4月開催
団 体 名 袖ケ浦市レクリエ-ション協会
２月 ４日(木)

13:00～16:00 レクダンス教室

２月11日(木)

13:00～16:00 長浦公民館「溜まり場」

２月１８日(木)

13:00～16:00 レクダンス教室

２月２５日(木)

３月 ６日(土)

13:00～16:00 長浦公民館「溜まり場」
NAGAX体験ふれあいイベントの
9:30～15:00
レクゲーム 支援
9:00～13:00 あおぞらクラブ「スポーツ教室」

３月 ８日(月)

13:00～16:00 レクダンス教室

２月２８日(日)

３月11日(木)

３月２５日(木)

13:00～16:00 長浦公民館「溜まり場」
坂戸の森みどりの会
9:00～15:00
「ペットボトルロケット」
13:00～16:00 長浦公民館「溜まり場」

３月２５日(木)

13:00～16:00 レクダンス教室

４月 １日(木)

13:00～16:00 レクダンス教室

４月 ８日(木)

13:00～16:00 長浦公民館「溜まり場」

４月１５日(木)

13:00～16:00 レクダンス教室

４月２２日(木)

13:00～16:00 長浦公民館「溜まり場」

３月２０日(土)

2021年2月～2021年4月開催
団体名
開催日

千葉県レクリエーション協会発行

2021年度第90号

長浦公民館多目的ﾎｰﾙ 楽しい曲でのレク
公民館交流の場で
長浦公民館多目的室
スポーツ・レクリエーションを楽しむ
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
長浦公民館多目的ﾎｰﾙ
一般可。参加費 ５００円
公民館交流の場で
長浦公民館多目的室
スポーツ・レクリエーションを楽しむ
総合型スポーツクラブNAGAXの
長浦公民館研修室
ﾚｸｹﾞ-ﾑ（昔遊び＆ﾆｭ-ｹﾞ-ﾑ）
長浦公民館多目的ﾎｰﾙ あおぞらクラブ「スポーツ教室」
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
長浦公民館多目的ﾎｰﾙ
一般可。参加費 ５００円
公民館交流の場で
長浦公民館多目的室
スポーツ・レクリエーションを楽しむ
市民会館＆陸上競技場 小学生のペットボトルロケット
公民館交流の場で
長浦公民館多目的室
スポーツ・レクリエーションを楽しむ
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
長浦公民館多目的ホール
一般可。参加費 ５００円
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
長浦公民館多目的ホール
一般可。参加費 ５００円
公民館交流の場で
長浦公民館多目的室
スポーツ・レクリエーションを楽しむ
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。
長浦公民館多目的ホール
一般可。参加費 ５００円
公民館交流の場で
長浦公民館多目的室
スポーツ・レクリエーションを楽しむ

県レク・イベント情報

千葉県レクリエーション協会発行

事務局043－290－8361

袖ケ浦市
社会教育関係団体
0438-62-3139
連絡協議会
(総合教育ｾﾝﾀｰ内)
袖ケ浦市
レクリエーション協会
fax 0438-62-4950

◎宗像

花沢
栗原

詳細内容の問合先
◎伊藤和雄
090-4700-3508
安土敏夫
080-5439-8612
すべて
ｽﾀｯﾌ・事業参加可能

2021年度第90号

事務局043－290－8361

NPO法人野田レクリエーション協会
時 間

イベント名

会 場

イベント内容

申込先

担当者

2月28日（日）

9：00～12：00 気晴らしレクリエーション楽習会

総合福祉会館

自宅・職場で役立つレクを楽しく体験 申込＆問合わせ：渡邉

渡邉

3月 6日（土）

8：30～11：30 自遊体験農業

体験農場

冬野菜収穫と春野菜仕込み体験

携帯：090-7822-8512

庄司

3月 7日（日）

9：00～12：00 絵手紙楽習会

総合福祉会館

季節の素材で絵手紙レクを楽しむ

E-mail:noda-rec@liv.jp

百瀬

2021年2月～2021年4月開催
団 体 名
開催日
4月4日（日）

開催日
２月17日（水）
２月24日（水）

千葉県レクリエーション協会発行

2021年度第90号

事務局043－290－8361

市原市レクリエ－ション協会
時 間

イベント名

8:30～15:30 養老川リバーサイドウオーク

2021年2月～2021年4月開催
団 体 名

県レク・イベント情報

会 場
五井駅集合（東口）

県レク・イベント情報

イベント内容

申込先
0436-43-2197
(18時以降）

五井駅から養老川沿いのｳｫ-ｷﾝｸﾞ

千葉県レクリエーション協会発行

2021年度第90号

担当者
渡辺

事務局043－290－8361

成田市シティプロモーション部スポーツ振興課
時 間
9：30～12：00

3月22日（月） 8：15～

イベント名
バウンドテニス合同練習会
市民パークゴルフ大会

会 場
成田市中台体育館
久住パークゴルフ場

イベント内容
一般参加可能・受付中

申込先

担当者

成田市レク協事務局
0476-20-1584

近藤

久住ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場または
十余三ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場

近藤

