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この広報誌はスポーツ振興くじ助成金を受け
て発行し、全国のレク協会、県内のスポーツ
施設、関係団体、有資格者に配布しています。

若手人材養成事業『レクリエ－ション・アカデミ－』
「若手人材育成事業」の委託事業で、県レク大会の「研究フォーラム」とも連動。課
程認定校との連携事業として、令和４年度以降も継続の予定です。（詳細は6ページに）

〜すべてはみんなの笑顔のために〜
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　7月28日（水）・29日（木）・8月5日（木）の3日間、千葉県総合スポーツセンター内スポーツ科
学センターを会場に、令和3年度教員免許状更新講習が、（公財）日本レクリエーション協会主催・千
葉県レク協会主管で開催されました。対象は幼・小・中・高・特別支援学校の先生方です。
　後日の日本レクリエション協会集約でも、「楽しかった」「クラス経営に役に立った」など好評でした。
ここでもコロナの感染予防に細心の注意を払って実施し、その運営方法も参加者の参考になったようです。

　令和3年度の全国レクリエーション運動普及振興功労者は80名、7団体でした。
　千葉県から3名の方が 受賞されました。令和2年度に引き続き、令和３年度も新型コロナウィルス
拡大防止のため、全国レク大会が中止となり、表彰も中止となりました。
　受賞者の紹介は、「Recrew」11月号に掲載されました。 受賞された皆様おめでとうございます。

千葉県キャンプ協会　　髙橋　雅一氏　　　

　今回、栄えある受賞をいただき、感謝申し上げます。
　思えば、若い時からキャンプ指導一筋に過ごしてきました。
　ＮＰＯ法人千葉県キャンプ協会や千葉市キャンプ協会の事務局長として
活動できたことは、良い思い出であり、今後も楽しくキャンプ活動を続け
ていきたいと思っています。

千葉市レクリエーション協会　　平山　良彦氏　　　

　この度、千葉県スポーツチャンバラ協会や千葉市レクリエーション協会
の事務局長としての活動が認められ、栄えある功労者表彰を受賞できまし
たことに感謝申し上げます。
　今後とも、放課後子ども教室をはじめ、子どもと大人が遊べるゲームな
どを考案し、実践していきたいと思います。

茂原市レクリエーション協会　　早野　雅子氏　　　

　この度、このようなすばらしい賞をいただき、恐縮に存じます。茂原市
レクリエーション協会の事務局長として、地域の皆さん方に支えていただ
きながら、今日までやって来られましたことに感謝しております。
　今後ともウォークラリー大会やあそびの城事業など、市民の健康づくり・
生きがいづくりのためのお手伝いをしていきたいと思います。

千葉県 PR マスコットキャラクター
「チーバくん」

千葉県許諾　第1161︲6号

令和３年度 教員免許状更新講習

令和３年度 全国レクリエーション運動普及振興功労者表彰
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令和３年度千葉県レクリエーション運動普及振興功労者受賞者の皆さん

　令和3年度の千葉県レクリエーション協会功労者表彰は13名でした。令和3年11月3日（水祝）千
葉県レクリエーション大会開会式で表彰されました。受賞された皆様おめでとうございます。

NO 加盟団体名 氏　名 NO 加盟団体名 氏　名

1 日本フォークダンス連盟千葉県支部 金井ヤス子様 8 千葉県シエアリングネイチャー協会 澤田　理恵様

2 千葉・房総ユースホステル協会 奥谷　正人様 9 千葉県キンボールスポーツ連盟 會津　　明様

3 NPO法人千葉県キャンプ協会 加藤　光男様 10 千葉市レクリエーション協会 中村健次郎様

4 千葉県インディアカ協会 二本柳俊恵様 11 柏市レクリエーション協会 増田　恵美様

5 千葉県ユニバーサルホッケー協会 久保寺一徳様 12 四街道市レクリエーション協会 森谷　恒暁様

6 千葉県ターゲットバードゴルフ協会 永山　　満様 13 NPO法人野田レクリエーション協会 九石　房子様

7 千葉県ユニカール協会 森田栄治郎様 14 成田市レクリエーション協会 三橋　紀子様

　7 月 18 日（日）スポーツ科学センターアリーナを会場に開催され
ました。企画運営は県レク生涯スポーツ推進委員会。参加は 28 人午
前中はチーレクエクサの普及、加盟団体にも十分浸透してきたチーレ
ク・エクサです。指導員も参加者に交じって、ともに楽しむ雰囲気が
あり、和やかな笑顔と汗のひとときでした。午後のニュー・スポーツ
研修会は「さいかつボール」の体験でした。埼玉の葛飾区から普及し
たレク・スポーツで、埼玉で体験済みの袖ケ浦レク協会の方々が講師
役となり、楽しい充実した１日となりました。

令和3年度 千葉県レクリエーション協会功労者表彰

千葉県レクリエーション協会創作健康体操

チーレクエクサの普及・ニュースポーツ研修会
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　11月3日( 水・祝 ) 晴れ　距離11Km 当日は晴
天、時節柄自由歩行にて行ないました。新検見
川公園を９時スタート、畑コミュニティセンター・

神場公園・宮野木中央公園・園生池跡緑地も通過、
最後に園生の森公園を抜けてゴールの県スポー
ツセンターに13時頃に全員無事到着しました。

　令和３年度の研究フォーラムは、11月3日開催の県
レク大会（中央大会）で、午後、宿泊研修所大ホールに
て、45名の参加者のもと、パネルディスカッション形
式で行われました。
　はじめに、渡邉勝男総務組織委員長から主催者挨拶及
び主旨説明があり、4名のパネラーから「担い手養成の

取り組み」や「人材確保
のあり方」についての事
例発表がありました。
　参加者からは「テーマ
が具体的で若い世代の情
報を大学関係者の講師か

ら伺えてよかった」「人材育
成について学ぶことができ
た」「レクアカデミーでつな
ぐ学生指導者の育成」や「学
生理事（枠）等の役割新設」
の提案など、今後の若手の
人材育成の参考になる提案
が多く、参加してよかったという声が聞かれました。
　最後に、コメンテーターの猿田重昭副会長兼理事長か
らは「加盟団体の高齢化に伴う若手人材発掘が急務であ
り、特に課程認定校との交流促進は必要不可欠である」
との講評がありました。

11月3日（水・祝）ＡＭ：開会式・千葉県レクリエーション協会功労者表彰　ＰＭ：研究フォ－ラム
ＡＭ会場：千葉県総合スポーツセンター・多目的広場・宿泊研修所大ホール・科学センタ－アリ－ナ
　　　 　場外～千葉県総合スポーツセンター　　　別会場：稲毛海浜公園

　目標の白いジャックボールに近づ
けたチームが勝利するゲームを和気
あいあいで体験し楽しみました。一
球での大逆転もあるボーリング・ビ
リヤード・カーリングの要素を兼ね備
えた知的でスリリングなゲームです。

　剣・チャンバラ・バランス歩き・縄抜け岩転がり・け
んけんぱ・蜘蛛の巣・跳躍など13種の道場 ( コーナー）
を設定。幼児や小学生の親子21
家族参加人数61人の参加者が
晴天の秋空の中体力増進・スト
レス解消家族でのコミュニケー
ションを取りながら忍者道場を
楽しみました。

第67回千葉県レクリエーション大会
【中央会場】

10月16日　インドア・ローンボウルズ大会
袖ケ浦市レクリエーション協会　根形公民館　参加17人

10月23日　忍者村忍者修行道場
NPO 船橋市レクリエーション協会　
　船橋市夏見総合運動公園 自由スポーツ広場手裏　参加77人

【中央別会場】　11月3日 場外〜千葉県総合スポーツセンター
　　千葉・房総ユースホステル協会　　　ウォークラリー 参加72名
　　ＮＰＯ県ウォーキング協会　　　　　ウォークラリー 参加51名
　　千葉県シェアリングネイチャー協会　あつまれ！ネイチャーゲームの森 参加40名

『研究フォーラム』〜若手の人材養成を目指して〜 《テーマ》レクリエーション組織の運営を担う人材確保の手法

【分散会場】10月16日㈯〜12月11日㈯
分散会場としてレク種目・あそびを各地域で開催

千葉県クッブ協会
クッブ 多目的広場

NPO 野田レクリエーション協会
クラフト 宿泊研修所大ホール

ちば余暇会
余暇診断 宿泊研修所

NPO 千葉県キャンプ協会
クラフト 宿泊研修所大ホール

千葉県学校レクリエーション研究会
クラフト 宿泊研修所大ホール
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　住みたい街日本一にもエントリーされる柏の葉地区。新し
い町並みと、常磐高速をくぐると広がるふるさと柏の船戸の
原風景のコラボ。約一万歩を素晴らしい晴天の中、学芸員
のかたの説明を聞きながら歩きました。3つのグループに分
かれ、コロナ対策と安全に配慮しながら2時
間強散策し，好評のうち無事終了しました。

　11月3日中央会場AMクップ、PMフォーラムに参加、
11月31日あそびの日（「親子であそぼう」しゃぼん玉
他）、11月13日県レク大会四街道会場を開催してきた。
　新会員対象にウォ－クラリ－大会開催のため実際の
現地を歩き、コマ図の作り
方など、事前の研修会を開
催四街道大会を迎えました。

（ウォ－クラリ－参加30名）
　開発が進む住宅地の変化、ま
だ自然の残る地域四街道を晴天
の中満喫する事ができました。

　今年の大会は松戸市の自然関係団体とコラボして実
施秋晴れの中多くの方が参加一人3 ～ 4種目にチャレ
ンジ楽しんだ。

　第19回成田ウォーク
ラリー大会を開催しま
した。参加者は歩き終え
た後、クラフトやニュー
スポーツを楽
しみました。

　午前中９ホール、食後
９ホールの計18ホールを
小学生から80代が一緒に
ラウンドし楽しみました。
　プレーしながら大人が
子供にアドバイスするな
どが見られ有意義な交流
の一日でした。

　コースは「鬼滅の願いコース」「里山紅
葉めぐりコース」「道廟山周辺散策コース」
の３コース、チェックポイントでは「アマ
ビエ様や神社仏閣の仁王様にコロナ厄払い
や鬼退治の願い」や「七福神に幸せ祈願」

などを行い、里山
の紅葉や自然の様
子を「俳句」にし
和気あいあいと各
ゴールを目指した。
ゴールの茂原公園
では、藻原阿波踊

りの演舞などのイベントを楽しみました。
　参加者、スタッフ全員感染予防対策と対
応を行い、コロナ発症者ゼロに、参加者か
らは、「外で動き廻れて楽しかった」「行事中
止が多い中、感染対策し開催して貰い良かっ
た」「来年も参加したい」等感想を頂きスタッ
フ一同達成感を共有しました。
　親子づれの家族、友人のグループ総勢
550名を超える参加者で、盛大に開催さ
れウォークラリーの様子はケーブルネット
296のコミュニティーチャンネルで放映さ
れました。

11月 7日　ウォ－クラリ－　茂原市レクリエーション協会　　茂原市茂原公園　参加580名

10月30日　柏の良さを知るウォ－キング
柏市レクリエーション協会　柏たなか・舟渡周辺　参加44名

10月31日　インディアカ
千葉県インディアカ協会
スポーツ科学センターアリーナ 参加53名

11月4日ボッチャ＆モルック
千葉県レク・コ－ディネータ－の会
千葉市長沼コミュニティセンター 参加12名

11月 7日　パドルテニス
千葉県パドルテニス協会　スポ－ツ科学センターアリーナ　参加20名

11月21日　ネイチャ－ゲ－ム
松戸市レクリエーション協会　松戸市囲いの森　参加46名

12月11日㈯　スナッグゴルフ
市原市レクリエーション協会　市原市文化の森　参加33名

11月27日　成田市レクリエーション協会
　吾妻小学校　参加92名

11月21日
　ユニバ－サルホッケ－
千葉県ユニバ－サルホッケ－協会
　八千代市市民体育館　参加200名11月13日　ウォ－クラリ－

四街道市レクリエーション協会　千代田公民館 スタート・ゴール
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コロナ禍の活動状況
　令和３年度は、全国レベルの大会が自粛・中止となり千葉県
内の主要大会開催も縮小して各市町村の春季・秋季市民大会な
どで開催する。
　全国福祉祭岐阜県開催も延期と中止でペタンク大会千葉県代
表船橋チームは悔しい思い出となりました。屋外でのスポーツ
として緊急事態宣言後に地域の公園、スポーツ施設等にて練習
再開（感染防止策して）する。11 月開催「ちば若潮ペタンク
大会」は県内選手と一般参加にて久しぶりのコートでのプレー
を笑顔で楽しむ選手達でいっぱいでした。
　尚、地域の小学校でペタンククラブの指導も再開されました。校庭で元気な声とはしゃいでいる児童の明
るい姿に我々指導者も安堵しました。コロナ終息へ向かいもとの日常に戻ることを願い今後の活動に邁進い
たします。

〜コロナ禍でもできるアイスブレーキング〜
　10 月 24 日（日）千葉経済大学短期大学部の学生 77 名が参加し、千葉経済大学総合体育館にて午前中に
レクリエーション・アカデミーが開催されました。
　主催は千葉県レク協会。講師は当協会の人材育成委員会の面々です。はじめに、大学の清水洋生先生や猿田
副会長兼理事長から本レク・アカデミーの主旨などを含めた挨拶の後、中谷人材育成委員長より全員で「じゃ
んけん性格判断やじゃんけん世界１周など」のゲームで和やかな雰囲気づくり。その後、佐藤副委員長が接触
を避けるためフラフープを使って「木の中のリス」を展開。続いて、加藤委員から５人組の「グループじゃん
けん」、佐藤副委員長の「ヒューマンサッカー」とチーム対抗で大変盛り上がりました。学生の皆さんはかな
りの運動量でくたくたの様子。最後は、榎本委員による
円形コミュニケーション「みんなでリズム手遊び」。
　まとめは、中谷委員長から場面や目的に応じて、少しで
も多くの笑顔を引き出せる円滑なコミュニケーションのでき
る人になってくださいと助言していただき、参加した学生の
皆さんからも「楽しかった」「保育士になったときの参考に
したい」という感想をお聞きし、好評のうちに終了しました。
　若手人材の発掘は、当協会にとっても急務であり、11
月 3 日（水・祝）に開催された「第 67 回県レク大会」の『研
究フォーラム』とも連動させましたが、課程認定校との
連携事業として、令和４年度も継続の予定です。

千葉県ペタンク・ブール連盟県レク団体の窓

若手人材育成事業 レクリエーション・アカデミー
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会報レクリエーションはスポーツ振興くじで助成金を受けて年2回（8月・2月）発行しております。
今後皆様により良い情報を提供していきたいと思いますので皆様のご意見要望をお聞かせ下さい。
アンケートのご回答はいつでも結構です。FAX またはメールにてお送りください。

1．会報レクリエーションの何号の記事が印象に残りましたか。また興味を持った記事は何ですか。

2．今後会報レクリエーションに期待されることやご希望感想がありましたらお聞かせください。

アンケートの提出先は下記までお送りください

千葉県レクリエーション協会事務局
　〒263-0011　千葉県千葉市稲毛区天台285 千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所内 

　　 FAX　043-290-8362　　　メール　recchibaken@bz03.plala.or.jp

令和 3年度 会報レクリエーションアンケート
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　令和３年度も昨年度同様、新型コロナの影響で、会議は書面開催となり、対面での開催は厳しかったです。そ
の中で「レク・インストラクター養成講習会の日レク協会との協働事業」、「若手人材育成のためのレク・アカデ
ミー」、「第６７回千葉県レクリエーション大会の中央大会・分散大会」、「チーレク・エクサ普及・フォローアッ
プ＆さいかつぼーる実技講習会」、「有資格者支援フォローアップセミナー」が実施できたことは、関係者の皆様
の努力・協力あってのことと感謝申し上げます。今後もコロナ禍であっても、感染拡大予防対策を講じながら、
ウイズコロナに対応したスポレク活動を模索し、（公財）日本レクリエーション協会が進めているＩＣＴ、オン
ライン会議活用のスキルアップを図り、事務局機能の充実を期していきたいと思います。 （小川　重夫）　

《 編　集　後　記 》
　コロナの世界的大流行に日本も見舞われて、自粛生活が早2年の長きにわたりますが、コロナ禍で、ガイドラインを
まもり、感染対策しながら、県の事業、地域団体、種目団体事業が実施されています。年２回、限られた紙面の中で、
69号をお届けします。
　猛威を振るった新型コロナは、10月に入り急激に感染者が減少、新たなオミクロン株がふえつつあります、第6波
などなく穏やかな年末年始を迎えこの号が届く2月には、情勢が好転してほしいと、希望は持ちつつ海外の情勢を見る
と厳しい情勢です。
　専門家の意見を踏まえて「収束宣言」が出るのは、いつのことか。 （遠西　勝）　

小さな掛金、大きな補償

令和3年12月作成　21-TC07930

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和4年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保　  0120-233-801

（平日9：00～17：00）

保険期間

令和4年4月1日午前0時から
令和5年3月31日午後12時まで

詳しい保険の内容は、
ホームページなどをご覧ください。

保険内容
 4 名以上の団体・

グループで
ご加入ください。

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

本広告はスポーツ安全保険の概要を掲載しており、ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」及び「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は保
険約款及び特約書によりますが、ご不明の点については（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）へお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

※

子ども
（中学生以下）

※
全年齢

大人
（高校生
以上）

大人
（高校生
以上）

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

●スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

●A2区分で対象となる活動も補償されます。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

A1

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象C

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象B

AW

A2

D

800円

1,850円

1,200円

800円

1,450円

4,850円

5,000円

11,000円

C
64歳以下

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

加入区分

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。※特別支援学校高等部の生徒を含みます。
（注）C・B・CW・BW区分の年齢の判断は「令和4年4月1日」を基準とします。

WEB加入限定

WEB加入限定

（
個
人
活
動
補
償
型
）

ワ
イ
ド
コ
ー
ス

A5

ご加入はインターネット
でお手続きが便利です！
●パソコンやスマホから簡単操作！  手書きや書き直しが不要！
●コンビニエンスストアまたは Pay-easy※でスムーズに掛金支払い！
●傷害事故の通知および内容の履歴や加入手続の履歴が確認可能！
　※ゆうちょ銀行等のATM・ネットバンキングでもお支払いできます。

043-254-0075
電話受付時間　午前9時30分～午後5時
　　　　　　　（土、日、祝日及び年末年始を除く。）

千葉県支部

事 務 局 だ よ り




