
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　8日（日） 9：00～18：00 第18回千葉県ｲﾝﾃﾞｨｱｶクラブ選手権 八千代市民体育館 関東大会千葉県代表選抜大会

9月　5日（日） 9：00～18：00 千葉県シニアｲﾝﾃﾞｨｱｶ大会 船橋市運動公園体育館 45歳以上の会員のみ

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　7日（土） 9:00～13：00 ８月幕張ウオーキング教室 海浜幕張駅南口 ウオーキングの基礎知識、実技

8月20日（金） 7：30～11：00 早朝ウオーク　浜辺を歩こう 幕張海浜公園 8ｋｍ　自由歩行　いなげの浜を歩く

9月2日（土） 9:00～13：00 くつの日記念ウオーク 新鎌ケ谷ふれあい公園 10ｋｍ　自由歩行　鎌ケ谷の名所・旧跡

9月18日（土） 9:00～13：00 9月幕張ウオーキング教室 海浜幕張駅南口 ウオーキングの基礎知識、実技

9月18日（土） 9:00～13：00 9月手賀沼ウオーキング教室 手賀沼公園（我孫子駅１０分） ウオーキングの基礎知識、実技

10月23日（土） 9:00～13：00 10月幕張ウオーキング教室 海浜幕張駅南口 ウオーキングの基礎知識、実技

10月23日（土） 9:00～13：00 10月手賀沼ウオーキング教室 手賀沼公園（我孫子駅１０分） ウオーキングの基礎知識、実技

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19日（日） 9:30～16:00 第66回千葉県レクリエーション大会 千葉県武道館 錬成大会（会員のみ） 八重樫

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 5日（日） 8：30～4：30 第33回フレッシュ柏ペタンク大会 塚崎運動場 大会　会員及び愛好者 047-191-3129 山沢

9月12日（日） 8：30～4：30 第21回タニカップペタンク大会 タニペタンクコート 大会　会員及び愛好者 0476-26-5415 並木

9月18日（土） 8：30～4：30 第16回千葉県ベテランペタンク大会 夏見台まちかどスポーツ広場 　〃　６０歳以上の会員 047-431-7648 戸松

9月26日（日） 8：30～4：30 第26回千葉市さわやかペタンク大会 美浜区幸町 大会　会員及び愛好者 043-258-0418 鈴木

10月24日（日） 8：30～4：30 第6回鎌ヶ谷市秋季オープン大会 鎌ヶ谷市五本松 大会　会員及び愛好者 047-443-9122 綾部

10月31日（日） 8：30～4：30 令和3年度柏市ペタンク大会 塚崎運動場 大会　会員及び愛好者 047-191-3129 山沢

NPO法人千葉県ウォーキング協会

043-309-5606 事務所

千葉県ペタンク・ブール連盟

千葉県スポーツチャンバラ協会

令和3年8月～平成3年10月開催

千葉県レクリエーション協会・イベント情報　　９２号 事務局　043－290－8361

千葉県インディアカ協会

04-7106-0039 中居



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

090-5319-4801 高橋

FAX　04-7133-5079 松戸

　8月28日（土） 9：00～12：00 かしわレクスポあそびん 柏市立柏の葉小学校 ﾚｸ･ｽﾎﾟ-ﾂ　ｽﾃｨﾎ-ﾑｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 090-4601-5306 松戸

　9月　4日（月） 9：00～12：00 ｽﾃｨﾎ-ﾑﾚｸ　絵便り ひまつぶしﾚｸﾘｴ-ﾄｾﾝﾀ- 絵便り体験 FAX　04-7133-5079 松戸

　9月11日（土） 9：00～12：00 かしわレクスポあそびん 柏市立柏の葉小学校 ﾚｸ･ｽﾎﾟ-ﾂ　ｽﾃｨﾎ-ﾑｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 090-4601-5306 松戸

　9月25日（月） 13：00～　　　 あそびの城 永楽台児童ｾﾝﾀ- 新聞ﾌﾘｽﾋﾞ-･うちわｷｬｯﾌﾟ羽根つき 090-1508-8789 松戸す

ﾚｸﾀﾞﾝｽ･体験･練習 090-5319-4801 高橋

FAX　04-7133-5079 松戸

10月23日（土） 9：00～12：00 かしわレクスポあそびん 柏市立柏の葉小学校 ﾚｸ･ｽﾎﾟ-ﾂ　ｽﾃｨﾎ-ﾑｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 090-4601-5306 松戸

090-5319-4801 高橋

FAX　04-7133-5079 松戸

090-4601-5306 松戸

FAX　04-7133-5079 松戸

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14日（火） 9：00～16：00 ﾚｸで楽しく介護予防（男ｸﾗﾌﾞ） わろうべの里 レクで楽しく介護予防

千葉県ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ大会
四街道会場     ウォ－クラリ－

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（日） 13；00～15：00 健康スポレク 二宮小学校体育館 楽しみながら誰でもできる健康スポーツ 090-2633-8666 原田

8月22日（日） 13：00～15；00 健康スポレク 二宮小学校体育館 楽しみながら誰でもできる健康スポーツ 090-2633-8666 原田

9月12日（日） 13：00～15；00 健康スポレク 二宮小学校体育館 楽しみながら誰でもできる健康スポーツ 090-2633-8666 原田

9月26日（日） 13：00～15；00 健康スポレク 二宮小学校体育館 楽しみながら誰でもできる健康スポーツ 090-2633-8666 原田

10月17日（日〉 13：00～15；00 健康スポレク 二宮小学校体育館 楽しみながら誰でもできる健康スポーツ 090-2633-8666 原田

10月31日（日） 13：00～15；00 健康スポレク 二宮小学校体育館 楽しみながら誰でもできる健康スポーツ 090-2633-8666 原田

ウォ－クラリ－

　8月23日（月） 15：00～　　　

10月30日（土） 9：00～12：00 あそびの日キャンペ-ン 柏たなか駅周辺

10月25日（月） 15：00～　　　 ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝﾀﾞﾝｽ 柏市中央体育館 ﾚｸﾀﾞﾝｽ･体験･練習

ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝﾀﾞﾝｽ 柏市中央体育館

令和3年8月～平成3年10月開催

千葉県レクリエーション協会・イベント情報　　９２号 事務局　043－290－8361

　9月27日（月）

メ－ル・ホ-ムペ-ジお問い合わせ・申込みから

茂原市レクリエ-ション協会

ﾒｰﾙ： rec@cb.wakwak.com

13：00～16：00 千代田公民館

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

柏市レクリエ-ション協会

15：00～　　　

申込・お問合せ

℡･fax043-422-8158

ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝﾀﾞﾝｽ 柏市中央体育館 ﾚｸﾀﾞﾝｽ･体験･練習

柏のよさを知る柏たなか・船戸ｳｫ-ｷﾝｸﾞ

携帯090-2750-0969

　事務局   遠西（とおにし）
〒284-0027　四街道市栗山1000-78

四街道市レクリエ-ション協会

10月10日（金）

mailto:rec@cb.wakwak.com
mailto:rec@cb.wakwak.com


団　体　名 市原市レクリエ-ション協会 新型コロナウイルス感染状況により中止の場合があります

　　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20日（月） 9:00～15:00 いちはら生涯スポレク祭り ゼットエー武道場　他 ニュースポーツ体験　　相撲 0436-36-5430(FAX同） 鶴　岡

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（月・祝） 9：00～16：00 バウンドテニスフェスタ2021 中台運動公園体育館
市内在住・在勤・在学の中学生以上が
対象・バウンドテニス大会（団体戦）

0476-20-1584 近藤

10月23日（土） 8:30～12：00 第17回成田市健康ウォーキング大会 ボンベルタ成田店 市内10キロ程度、全年齢対象 0476-20-1584 近藤

団　体　名

　　開催日
時　間

(集合～終了)
イベント名(◎印ｽﾀｯﾌ多く) 会   場 イベント内容 申し込み先 担当

８月２日(月) 12:00～16:30 根形公民館「ねこまろ」レク支援 根形公民館 小学生３０名とのレクリエーション 袖ケ浦市社会教育関係団体

８月３日(火) 9:00～12:00
あおぞらクラブ「ペットボトルロケット」を飛
ばそう　低学年

長浦公民館研修室・多目的広場 ペットボトルロケット低学年　２０名 0438-62-3139 ◎宗像

８月４日(水) 12:00～16:30 根形公民館「ねこまろ」レク支援 根形公民館 小学生３０名とのレクリエーション 連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

８月５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 花沢

８月１０日(土) 9:00～12:00
あおぞらクラブ　　　　　　　　　　　　　　「ペッ
トボトルロケット」を飛ばそう髙学年

長浦公民館研修室・多目的広場 ペットボトルロケット髙学年　２０名 fax 0438-62-4950 栗原

８月１２日(木) 13:00～16:00
溜まり場「インドア・ローンボウルズ、　　囲
碁ボール、モルック等」

長浦公民館多目的室・広場 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾓﾙｯｸ等

８月１７日(火) 9:00～13:00
坂戸の森みどりの会
「ペットボトルロケット」を飛ばそう

市民会館中ホール・陸上競技場
ペットボトルロケット　小学生３０名。
参加費 ２００円

８月１９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２６日(木) 13:00～16:00
溜まり場「インドア・ローンボウルズ、
囲碁ボール、モルック等」

長浦公民館多目的室・広場 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾓﾙｯｸ等 詳細内容の問合先

９月　９日(木) 13:00～16:00
溜まり場「インドア・ローンボウルズ、
囲碁ボール、モルック等」

長浦公民館多目的室・広場 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾓﾙｯｸ等 ◎伊藤和雄 090-4700-3508

９月１８日(土) 9:00～12:00
長浦公民館「わんぱく教室」
（フラワーアレンジメント）

長浦公民館研修室
わんぱく教室（フラワーアレンジメント）参加費３
００円

安土敏夫 08054398612 栗原

９月２３日(木) 13:00～16:00
溜まり場「インドア・ローンボウルズ、
囲碁ボール、モルック等」

長浦公民館多目的室・広場 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾓﾙｯｸ等

１０月１６日(日) 13:00～17:00
第６７県レク分散大会「インドアローンボウ
ルズ大会（交流体験会含む）」

根形公民館ホール ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ大会」　参加費　５００円

１０月１４日(木) 13:00～16:00
溜まり場「　インドア・ローンボウルズ、
囲碁ボール、モルック等　」

長浦公民館多目的室・広場 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾓﾙｯｸ等 すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能

１０月２８日(木) 13:00～16:00
溜まり場「インドア・ローンボウルズ、囲碁
ボール、モルック等」

長浦公民館多目的室・広場 ｲﾝﾄﾞｱ･ﾛ-ﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾓﾙｯｸ等

１０月３０日(土) 9:00～12:00 あおぞらクラブ③「クッブ、モルック」 長浦公民館小多目的広場多目的室 クッブ、モルック体験　参加費　３００円

令和3年8月～平成3年10月開催

成田市レクリエ-ション協会

袖ケ浦市レクリエ-ション協会
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