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⑴　臨時理事会・臨時総会報告
　当協会が令和４年９月７日にＮＰＯ法人格取得をしたことに伴い、臨時理事会・総会を開催し、経過報告、設
立後の事業計画・活動予算・正会員及び賛助会員の募集・加盟団体等各規程について提案させていただきました。
現在、個人会員及び賛助会員を募集中です。ぜひ、正会員・賛助会員になって当協会の活動を支えてくださるよ
うお願いします。
⑵　若手人材育成事業報告
　（公財）日レク協会の委託事業として、若手
人材育成事業委員会の開催、県レク大会の研究
フォーラムでの研究協議、課程認定校でのレクア
カデミーの開催など、若手（後継者）の人材発掘
は喫緊の課題です。今後も継続し、若手人材の育
成に取り組んでいきます。
⑶　新ビジョン５ヶ年計画（仮称）の立ち上げ
　当協会創立60周年を機に、「中長期ビジョン計
画」（2018年３月策定）を策定しましたが、ＮＰ
Ｏ法人格取得後の当協会のあり方を模索すべく､
この度「新ビジョン５ヶ年計画（仮称）」を立ち上げ、
現在、12名の策定委員を中心に、３つのプロジェ
クトチーム（①事業、②人材育成、③組織・広報）
に分かれ、ワーキング形式で取り組んでいます。
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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。

〜すべてはみんなの笑顔のために〜
千葉県レクリエーション協会
特定非営利活動法人（NPO法人）として新たにスタート

臨時総会 特定非営利活動法人（NPO法人）としてスタ－ト
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　第76回全国レクリエーション大会2022ひょうごが、兵庫県姫路市を中心に、9月17日（土）～
19日（月・祝）の3日間、3年ぶりに開かれました。
　コロナ禍や台風14号の影響で、交換の夕べや一部のプログラムが中止になりましたが、約1万人の
参加を得て、3年ぶりに開催されました。
　開会式は、アクリエひめじ大ホールで、彬子女王殿下ご臨席のもと、約600名が参加して、厳粛な
式典と、楽しいプログラムに終始しました。コロナの中、表彰者は登壇せず、壇上のスクリーンに映し
紹介されました。千葉県からは3名の方が表彰されました。

1，日本フォ－クダンス連盟千葉県
支部役員として組織発展に寄与

2，千葉県レクリエーション協会
加盟団体長として寄与

3，千葉県スクエアダンス連絡協議
会役員として普及指導者の育成

1，木更津市レクリエーション協
会組織発展に寄与

2，地域でレク普及推進
3，千葉県レク大会に役員として
企画運営

1，千葉県学校レクリエーション研
究会役員として組織発展に寄与

2，千葉県レクリエ－ション役員
人材育成等に尽力

3，スポレク活動普及推進

第68回千葉県レクリエーション大会
千葉県スポーツ振興基金助成事業

令和４年度 レクリエーション運動普及振興功労者表彰

川﨑秀夫さん 岩附玲子さん 加藤京子さん

期　日　令和４年９月19日（月・祝）～ 11月20日㈰　　　　　　
参　加　一般参加 1886人　スタッフ 501人　合計 2387人
主　催　NPO法人千葉県レクリエーション協会
協　力　各加盟団体、課程認定校
後　援　千葉県、千葉県教育委員会、千葉市、千葉市教育委員会、
　　　　（公財）千葉県教育振興財団、（公財）千葉県スポ－ツ協会、
　　　　千葉県スポ－ツ推進委員連合会、（一社）千葉県障がい者スポ－ツ協会

1．中央大会　令和４年10月30日㈰
　・開会式　※千葉県レクリエーション協会功労者表彰３ペ－ジ参照
　・参加団体（加盟団体 11団体、課程認定校２校）
　・研究フォーラム
2．分散大会　※各団体日程、会場は４ページ参照
　・参加団体（加盟団体 18団体）

レクで元気
!　レクで笑顔!　レクで夢探し!

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 A1161︲7号
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令和４年度NPO法人千葉県レクリエーション協会功労者受賞者の皆さん

　開会式は総合スポーツセンター科学センターで開催され、９時50分より①ばか面②チーレク・エク
サ（県レク創作健康体操）のオープニングがありました。
　会長からは①「法人格取得」により今までに以上に「信用性」と「社会的に認知された団体」として
その責務を自覚して活動していく②県環境生活部に「スポーツ文化局」が新設され、これに伴い本協会
の所管は、これまでの県教育委員会から、県スポーツ文化局の「生涯スポーツ振興課」となる。③また
本協会では「仮称・新ビジョン計画」を策定。本年度に「策定委員会を立ち上げ」多くの人々がレクリ
エーション活動に親しみ仲間づくりや健康づくりが図られるよう健康スポーツの推進に向けて加盟団体
と連携し取り組んでいく旨とした挨拶があり、その後来賓を代表して、県環境生活部スポーツ・文化局
生涯スポーツ振興課課長 豊田和弘様からご祝辞をいただき、来賓紹介、功労者表彰と続き、その後記
念撮影が行われました。

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 水谷　順子 9 千葉市レクリエーション協会 中村　建策
2 千葉・房総ユースホステル協会 菅　　正明 10 柏市レクリエーション協会 増田　直人
3 NPO 法人千葉県キャンプ協会 下永田修二 11 四街道市レクリエーション協会 大谷カズヨ
4 千葉県インディアカ協会 鈴木　静枝 12 NPO 法人野田レクリエーション協会 古谷　　通
5 千葉県ユニバーサルホッケー協会 伊藤　孝敏 13 茂原市レクリエーション協会 御園生恵子
6 千葉県ペタンク・ブール連盟 轟　　　實 14 木更津市レクリエーション協会 髙瀬　昶旺
7 千葉県ターゲット・バードゴルフ協会 椎野　幸男 15 成田市レクリエーション協会 上條　京子

8 千葉県ユニカ－ル協会 林　　敏雄 　表彰者敬称略　

表彰者　来賓（コロナ禍　写真撮影時マスクをはずしています。）

令和4年度 NPO法人千葉県レクリエーション協会功労者
～千葉県レクリエーション大会で表彰～
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月 日 時間 種　　目 種類 会　　場 協　　会

９
月

19

分
　

散
　

会
　

場

全日 スポーツチャンバラ 大会 千葉市蘇我コミュニティセンター 千葉県スポーツチャンバラ協会
27 午後 ボッチャ＆モルック 体験 千葉市長沼コミュニティセンター 県レク・コーディネーターの会

10
　
　
　
　

月

1 午前 ウォーキング 大会 千葉県スポーツセンター周辺 ＮＰＯ千葉県ウオーキング協会
8 全日 ターゲット・バードゴルフ（雨天中止） 大会 啓明ふれあい広場 千葉県ターゲット・バードゴルフ協会
12 全日 レクダンス 大会 八千代市勝田台文化センター 日本フォークダンス連盟千葉県支部
15 午後 インドア・ローンボウルズ 体験 袖ヶ浦市 根形公民館 袖ヶ浦市レクリエーション協会
24 全日 スポーツウエルネス吹矢 大会 千葉ポートアリーナ 千葉県スポーツウエルネス吹矢協会

30

中
　
　

央
　
　

会
　
　

場

9:30
～ 9:50

開
会
式
（
表
彰
）

受付開始

式典 科学センターアリーナ
第一研修室

9:50
～ 10:05

オ－プニング
（①バカ面 ②チーレク・エクサ）

10:05
～ 10:30

会長挨拶
来賓挨拶・紹介
功労者表彰（加盟団体15名）

10:30
～ 10:35 記念撮影

全日 交流サロン 体験 宿泊研修所和室 千葉県レクリエーション指導者クラブ
午前 ウォークラリー 大会 場外～県ＳＣ 千葉・房総ユースホステル協会
午前 ペタンク 大会 多目的広場 千葉県ペタンク・ブール連盟
午前 クッブ 交流 多目的広場 千葉県クッブ協会
午前 防災キャンプ 体験 宿泊研修所大ホール ＮＰＯ千葉県キャンプ協会
午前 クラフト 体験 宿泊研修所大ホール 成田市レクリエーション協会
午前 クラフト（ストロー飛行機） 体験 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
午前 クラフト 体験 宿泊研修所大ホール ＮＰＯ野田レクリエーション協会
午前 クラフト 体験 宿泊研修所大ホール 課程認定校 千葉経済短期大学
午前 クラフト 体験 宿泊研修所大ホール 課程認定校 植草学園短期大学
午前 余暇診断 体験 宿泊研修所大ホール前 ちば余暇会
午前 キンボ－ルスポ－ツ 体験 科学センターアリーナ 千葉県キンボ－ルスポ－ツ連盟
午後 ユニカール 体験 科学センターアリーナ 千葉県ユニカール協会

13:30　
～ 15:30

「若手（後継者）の人材育成を目指して」
～あなたの組織に若手はいますか～

研究
フォーラム 宿泊研修所大ホール

11
　
　

月

3

分
　

散
　

会
　

場

全日 パドルテニス 大会 科学センターアリーナ 千葉県パドルテニス協会
午前 ネイチャーゲーム 体験 千葉市稲毛海浜公園 千葉県シェアリングネイチャー協会
午前 フォトウォーキングラリー 体験 柏の葉公園周辺 柏市レクリエーション協会

5 全日 スナッグゴルフ 体験 市原市文化の森 市原市レクリエーション協会
6 全日 ウォークラリー 大会 茂原市茂原公園 茂原市レクリエーション協会
10 全日 ３Ｂ体操 体験 船橋市船橋アリーナ （公社）日本３Ｂ体操協会千葉県支部

13
午前 ウォークラリー 大会 千代田公民館 四街道市レクリエーション協会
全日 インディアカ 大会 科学センターアリーナ 千葉県インディアカ協会
全日 ネイチャーゲーム 体験 松戸市 囲いやまの森 松戸市レクリエーション協会

19 全日 レクスポーツ（忍者修行道場） 交流 アンデルセン公園 ＮＰＯ船橋レクリエーション協会
20 全日 ユニバーサルホッケー 交流 八千代市民体育館 千葉県ユニバーサル・ホッケー協会

第68回千葉県レクリエーション大会 日程・会場一覧
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　令和 ₄ 年度の研究フォーラムは、県レク大会中央会場（₁₀月₃₀日開
催）で、午後 ₁ 時～ ₃ 時₃₀分宿泊研修所大ホールにて、₅₉名の参加者
のもと、パネルディスカッションが行われました。
　当日のフォーラムは、小藤田総務組織副委員長の司会進行、渡邉総
務組織委員長の主催者挨拶及び主旨説明のあと、午前中交流ブースを
展開してくれた課程認定校（植草学園短期大学）の学生、大森さんか
らの体験感想や京葉介護福祉専門学校卒業生、岡田さんからの発言が
ありました。若い人からの率直な感想は参加者の皆さんから参考に
なったという声が聞かれました。
　次に、 ₃ 名のパネラー、柏市レク協会事務局長の松戸良一氏から、

「柏レクリエーションの実態とその対策や今後の取り組み」千葉県キ
ンボールスポーツ連盟理事の正田雅彦氏から、「キンボールスポーツ
連盟の説明や若手（後継者）の育成」、千葉県学校レクリエーション
研究会理事の増田直人氏から、「若者のニーズや学校レクの実践」に
ついて事例発表がありました。参加者からは「どの協会も若手確保が
大変。課程認定校の学生参加が良かった」のコメントがありました。
　最後に、助言者の猿田副会長兼理事長から、「課程認定校で実施し
ているレクアカデミーの実践など、若手人材育成事業が急務である」
との講評がありました。

研究フォーラム 《テーマ》若手（後継者）の人材育成を目指して

千葉県レクリエーション大会

～あなたの組織に若手はいますか～
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第１回全国クッブ大会に参加 　　
　令和 4 年 11 月 5 日㈯立川昭和記念公園に於いて全体で 43 チーム、約 300 名を集め第 1 回全国クッブ
大会が開催され、千葉県からは、チーバくんチーム（船橋）7 名・キョンチーム（混成）6 名が参加しました。
　10 時から試合が開始され昼を挟み 16 時まで、開催。キョンチ－ム 10 位・チーバくんチーム（船橋）
17 位の成績と、なりました。天気
に恵まれ、記念すべき第 1 回全国
クッブ大会に参加でき楽しむ事が
できました。2016 年 7 月 18 日 
県レク協会の事業としてクッブ普
及指導員の 資格取得取得講習会を
開催 23 名が取得し、千葉県クッ
ブ協会が発足しました。

• 日本フォ－クダンス連盟千葉県支部が、創立40周年記念表彰式を、令和4年
11月14日開催しました。

• ちば余暇会が創立30周年の式典、懇親会を令和4年12月5日に開催しました。
• 柏市レクリエ－ション協会は、40周年をむかえました。

　まだ自然の多い四街道、お寺神社をめぐりチェックポイン
トでは、お寺・神社・石仏から問題が出され観察ゾーンでは、
南小の発祥の地の碑など、四街道の歴史にふれた問題が出さ
れました。コロナ禍で運動不足の昨今、参加人数を、制限し
ながら、実施しました。
　日本レクリエーション協会では、『全国一斉ウォークラリー』
は 30 年の歴史があり、あそびの日に引きつがれています。
　今年度は新会員の、ウォークラリー勉強会を兼ねてあそび
の日に、エントリーしました。

藤姫伝説を 2 時間ほど写真の場所を模索しながら
　☆モルック　☆ジャンケン飴ゲットゲーム　を楽しみました。
地図をもとに、写真の場所を順不同に探し課題を課程・仲間で
説いてゴールする、ウォ－キングゲームです。隠しタイムに近
いとポイントが高くなります。

　今年で 34 回目を迎える 2022 年度茂原市ウォクラリー
大会は、第 19 回千葉県ウォークラリー大会茂原会場・全国
一斉あそびの日茂原市制施行 70 周年記念大会として令和４
年 11 月 6 日に開しました。
　当日は晴天に恵まれ、競技者・スタッフ・来賓の総勢
570 名を超える参加者が有り、盛大に開催されました。コー
スは、３コ－ス、コース図を片手に茂原公園をスタート途中
のチェックポイント、観察ゾーン、里山の公孫樹、紅葉や自
然の様子をゆったりと歩きなが各ゴールを目指しました。歩
いた後は、会場でニュースポーツ体験、子育て応援団の本の
読み語り、ガス博士検定協会の子どもガス博士検定体験、茂
原阿波踊りの演舞などのイベントを楽しみました。
　ウォークラリー大会の様子は、日本レクリエーション協
会のユーチューブやケーブルネット 296 のコミュニティー
チャンネルで放映されました

茂原市レクリエーション協会

四街道市レクリエーション協会

柏市レクリエーション協会第 9 回 柏のよさを知る親子・シニアウォーキング
　手賀沼伝説フォトラリー 令和 4 年 11 月 3 日㈷

　千葉県クッブ協会県レク団体の窓

 千葉県レクリエ－ション大会
 （分散会場）

祝創立
記念
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千葉経済大学短期大学部　
植草学園短期大学　　　　

　若手人材育成事業 レクリエーション・アカデミー
2022 は、11 月 27 日㈰千葉経済大学（43 名参加）

（講師中谷、佐藤、加藤、新井）と 1 月 12 日㈭、植草
学園短期大学（41 名参加）（講師、榎本、佐藤、加藤、
新井）の 2 校で同じ題材で開催し、小学校・幼稚園教
諭や保育士を目指す 2 年生が参加しました。
　千葉経済大学では（中谷人材委員長）「じゃんけん性
格判断」「じゃんけん世界一周」「数集まり」で和やかな

雰囲気に、続いて、（佐藤副委員長）「木の中のリス」から「リズム手遊び」で歌に合わせて拍手、膝、手合わ
せを。「こいのぼり」「うみ」「ふるさと」と季節感のある歌に合わせ、四人組、そして六人組に。達成感を味
わい（加藤委員）「動物園へ行こうよ」（猛獣がりアレンジ）をして数集まりを楽しんだ。五人組になったとこ
ろで「グループじゃんけん」。対抗戦をグループで相談しながら勝ち抜き戦を楽しんだ。休憩の後、（新井委員）

「ファーストペンギン」。風船を使ってリレーで風船を投げ上げて折り返し腿に風船を挟んで戻り次にタッチ。
よちよち歩きのかわいペンギンがたくさん出現。つぎに「ジェンカ」の曲で一つの大きな円へ。中谷人材委員
長の「何でもバスケット」のグループ作りを。最後に加藤委員による「おつきさま」でクールダウンして終了。
参加した学生からは「楽しかった」「子ども達を集中させるのに大きな声を出さなくても遊びで引き付けるこ
とがわかった」「仕事に就いたら是非取り入れたい」と感想があった。講師とスタッフからも感謝と激励、好
評のうちに終了しました。
　2 校とも若手人材育成事業も二年目、今年の県レク大会でも経済大学短期大学部や植草短期大学のブースが
大好評で、研究フォーラムでも意見をいただき、少しずつ若手人材育成事業が定着しています。レクリエ－ショ
ンの資格の取得アップに地域、職場でレク資格を活かし、レクリエーションを続けていこうとする気持ちを育
てていくことを目指して来年度も継続の予定です。

　With コロナ、SNS 時代のレクを考えレクリエーショ
ンの魅力を伝えるには、SNS の動画や写真の投稿が重要
な広報活動になる時代です。魅力的な活動の様子を多く
の方に伝える技術を身につけようと、令和４年 12 月 18
日㈰千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所大ホールに
て、フォローアップセミナ－が開催されました。
　（公財）日本レクリエーション協会総務部部長 植田尚
史氏、（同）ICT 戦略担当 岡田雅行氏を講師にお迎えし、
はじめに講師紹介・趣旨説明 、日本レクリエーション
協会ホームページから、レクポをプロジェクターでスク
リーンに映しながら「レクポを見よう・レクポの活用例」
情報の見方・物販・遊びの情報・資格の見方の解説、が
ありました。有資格者の方は、公認指導者から、レクポの登録を、また資格が無い方も、レクポに登録すれば、
レクポから多くの情報を、見ることができます。
　あいだに休憩を取り人材委員の進行でおうちで 60 秒チャレンジゲームを体験、 撮影とユーチューブに投
稿、携帯で作成した 60 秒チャレンジゲームを視聴しました。
　広報担当からは、県レクホームページ紹介と各地域協会・種目団体の情報活用の説明がありました。
　フォローアップセミナーで撮影した 60 秒チャレンジゲームは、千葉県レクリエーション協会ホームページ
からご覧いただけます。

若手人材育成事業 レクリエーション・アカデミー2022

千葉県レクリエーション協会 フォローアップセミナー開催
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　ＮＰＯ法人千葉県レクリエーション協会では、現在公認指導者及び加盟団体から個人正会員・賛助会員を募
集しています。本会の趣旨に賛同された方で、所定の会費を納められた方には会員の特典があります。
　⑴　会員証の発行（正会員・賛助会員）
　⑵　正会員には総会の案内
　⑶　講習会時の参加費が半額（賛助会員は1回につき、500円割引）
　⑷　日レク用具の商品20％引き（賛助会員は10％引き）
　⑸　情報誌の無料送付
※詳細はＨＰをご覧ください。多くの方の申込みをお願いいたします。

《 編　集　後　記 》
『会報レクリエーション』は、71号の発行を迎えました。

　『会報レクリエーション』は千葉県レクリエーション協会、加盟団体の貴重な歴史の記録、活動の記録です。『会報レ
クリエーション』は昭和63年（1988年）10月15日創刊号が発行され、前号70号では、千葉県レクリエーション
協会 NPO 法人化（法人格取得）をお知らせしました。
　ＮＰＯ法人格取得をしたことに伴い、臨時理事会・総会を開催し、経過報告、設立後の事業活動予算・等承認されました。
　団体正会員・個人正会員の皆様には、総会にご出席いただき、千葉県レクリエーション協会のレクリエーション運動
に、貴重な一票を投じていただくことができます。普及 ･ 振興・趣旨にご賛同いただける企業 ･ 団体の皆様 県内で活
動するレクリエーション ･ 生涯スポーツに関わる団体、レクリエーション運動に関心のある皆様ぜひ正会員・賛助会員
になってレクリエーション運動の推進に当協会の活動にご協力ください。 

個人正会員・賛助会員を募集します




