平成27年11月～平成28年1月開催

県レク・イベント情報

時 間
日本フォ-クダンス連盟千葉県支部

イベント名

11月08日（日） 10：00～15：00 第４回レクダンス輝楽喜楽フェスタ

千葉県レクリエーション協会発行

会 場

船橋市立船橋小学校

2015年度第69号

イベント内容

レクリエーションダンス ・一般可

事務局043－290－8361

申込先

04-7173-2228

担当者

湯山

一般財団法人千葉県ユ-スホステル協会
12月25（金）～28（月）

06：00～19：30

雪国キッズキャンプ（第５９回青少年スキー教室） 宿泊：山梨県・スキー場：長野県

スキー・雪遊び（小学３年生～中学生）

ＴＥＬ・ＦＡＸ043-252-7060

小泉

千葉県サイクリング協会
11月29日（土） 8：00～17：00 清和の森サイクリング

君津市ロマンの森

Ａコース５０㎞・Ｂコース１１０㎞のサイクリング

市川市考古博物館

災害を考慮した疑似体験

佐倉市

講義・実技・試験

090-2646-9927

網代

090－8055－7873

後藤

04-7106-0039

中居

11月08日(日) 09：00～17：00 第３７回千葉県ユニバーサルホッケー大会浦安市運動公園総合体育館 会員による年１回の県大会

080-8263-0504

山田

12月19日(土) 09：00～17：00 第２１回千葉県子供クリスマス大会

八千代市市民体育館

会員を中心とした子供大会

080-8263-0504

山田

01月24日(日) 09：00～17：00 第１６回茂原市新春大会

茂原市市民体育館

茂原市近隣愛好者の親善大会

080-4626-4614

風戸

11月15日(日） 08：30～04：30 第20回ちば若潮ペタンク大会

船橋市運動公園

ペタンク大会（会員・愛好者）

047-431-7648

戸松

11月29日(日） 08：30～04：30 第5回印西スワン大会

松山下運動公園

ペタンク大会（会員・愛好者）

0476-42-7248

西谷

12月06日(日） 08：30～04：30 秋季柏市民大会

大堀川防災レクリェーション公園

ペタンク大会柏市市民

0471-91-3129

山沢

NPO法人千葉県キャンプ協会
11月03日（火）10：00～

災害フェスタ

千葉県インディアカ協会
01月11日（月） 09：00～17：00 公認C級認定講習会
千葉県ユニバ-サルホッケ-協会

千葉県ペタンク・ブ-ル連盟

千葉県タ-ゲットバ-ドゴルフ協会
11月07日(土) 08:30～15:00 第３回千葉市レク協会千葉地区交流大会 子和清水公園内常設コース 千葉市内TBG４協会による親睦交流大会

千葉市TBG協会043-250-8002 黛 忠夫

11月7,8日(日) 08:30～15:00 第２回全日本TBG全日本大会in奈良 河合町総合スポーツ公園 東北、関東甲信越、北陸、近畿の４ブロック大会

千葉県TBG協会043-279-8509 坂内信一

11月21日(土) 08:30～15:00 第８回千葉県 TBG愛好者H/C戦交流大会 啓明ふれあい広場

県協会競技資格者による交流大会

千葉県TBG協会043-279-8509 坂内信一

千葉市内TBG４協会による交流大会

千葉市TBG協会043-299-8790 堺 昌孝

千葉市内TBG４協会による交流大会

みどりTBG協会043-279-8509 坂内信一

11月26日(木) 08:30～15:00 第４３回千葉市TBG連合美浜地区交流大会

美浜ふれあい広場仮設コース

12月13日(日) 08:30～15:00 第４4回千葉市TBG連合緑地区交流大会 啓明ふれあい広場
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NPO法人千葉県ウオーキング協会
11月07日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口

ウオーキングの基本

11月07日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

天沼弁天池公園

ウオーキングの基本

11月21日(土) 08：30～15：00 手賀沼ふれあいウオーク

手賀沼公園

4㎞、10㎞、20㎞のウオーキング

11月28日（土） 08：30～16：00 佐倉カルチャーウオーク

佐倉城址公園

10㎞、20㎞のウオーキング

12月05日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口

ウオーキングの基本

12月05日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

天沼弁天池公園

ウオーキングの基本

12月12日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

手賀沼公園

ウオーキングの基本

01月09日（土）

新春初詣ウオーク

委細未定

01月16日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口

ウオーキングの基本

01月16日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

天沼弁天池公園

ウオーキングの基本

01月30日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

手賀沼公園

ウオーキングの基本

障害ｽﾎﾟﾚｸｾﾝﾀｰ

一般・どなたでもOKです

当日会場申込
事務所
問合せ
043-255-0141

千葉県スルーネットピンポン協会
11月22日（日） 13：00～16：30 スルーネット定例会

043-254-4491

小原

11月22日（日） 13：00～16：00 千葉市スポレク大会（スポーツチャンバラ） 花島公園スポーツ施設 大会開催、一般可

090-7222-2740

平山

12月23日（水） 13：00～16：00 市川・浦安市大会（スポーツチャンバラ）塩浜市民体育館

090-7222-2740

平山

千葉県スポーツチャンバラ協会

大会開催、一般可

千葉県シェアリングネイチャー協会
10月18日（日） 10：00～1５：00 ネイチャゲームを楽しもう

八街の森

ネイチャーゲーム他

11月07日（土） 10：00～12：00 秋のネイチャーゲーム（雨天時11/8（日） 佐倉市市民の森

コープみらい 0120ー 925ー 036

ネイチャーゲーム他

043-486-1936

有賀

デキシークラブ

県内BC級の公式戦

043-293-5199

松山

11月06日（金） 08：00～15：00 第７回日本ＰＧ大会ＩＮ群馬太田大会

群馬県太田市ＰＧ場

会員のみ・男女個人戦

各市町ＰＧ協会

各事務局

11月08日（日） 08：00～15：00 第２１回ＰＧ全国大会ＩＮ開成町

神奈川県開成町ＰＧ場 会員のみ・男女個人戦

各市町ＰＧ協会

各事務局

08：00～15：00 Ｈ27年度相馬松川浦カップ全国大会 福島県相馬市光陽ＰＧ場会員のみ・男女個人戦

各市町ＰＧ協会

各事務局

千葉県ビリヤード協会
12月13日（日） 09：30～20：00 千葉県BC級チャンピオンシップ

NPO法人千葉県パークゴルフ協会連合会

12月5・6日（土・日）
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千葉市レクリエーション協会
第22回千葉市スポーツ・レクリエーション祭千葉市内の会場

11月01日～
11月23日

インディアカ、ペタンク、社交ダンス、フォークダンス
ウオーキング、ターゲットバードゴルフ、

各種目の開催日や開催時間、申込先等は、９月１
５日発行の千葉市政だより等をご覧ください。

野球、スポーツチャンバラ

柏市レクリエーション協会
11月01日（日） 10：00～11：30 レクセミナー「笑いヨガ」

柏市体育館剣道場

11月22日（日） 14：00～16：00 柏レク元気アップセミナー

ひまつぶしクリエート

笑いヨガで楽しく

（会員・一般）

TEL 080-5462-3921

水鳥

（会員・一般）

TEL 080-5462-3921

水鳥

四街道市レクリエーション協会
10月31日（土）～ 11/1・11/2・11/3

四街道市文化祭

四街道市文化ｾﾝﾀ-

クラフト・レクスポ－ツ

11月03日（火） 09：00～12：00 いきいき教室

千代田公民館

11月12日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑫

中央小学校

羽根っこゲ－ム

11月26日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑬

中央小学校

けん玉・ヨ－ヨ

12月10日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑭

中央小学校

こま回し（和ゴマ・キャップコマ）

09：00～

クリスマス準備から

12月13日（日）

千葉県四街道市栗山1000-78

事務局

遠西

スタッフ参加・ｸﾘｽﾏｽ準備からかたずけまで 043-422-8158（FAX兼）

（とおにし）

遠西

四街道市文化ｾﾝﾀ13：30～17：00 クリスマス

事業参加・ｸﾘｽﾏｽおよびかたずけまで

携帯090-2750-0969

12月15日（木） 09：00～12：00 介護予防教室

旭公民館

介護予防教室

12月17日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑮

中央小学校

凧づくり・たこあげ

01月14日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑯

中央小学校

縄跳び

01月28日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑰

中央小学校

まりつき

茂原公園

落ち葉と話しあおう・秋の自然を感じよう

0475-27-0506

澤田

普及審判員・普及推進員資格を取得しよう

0470-68-4525

宇田川

11月29日（日） 08：00～17：00 バスハイキング（養老渓谷：紅葉を楽しむ） 集合：市役所前駐車場 どなたでも（幼児は父兄同伴）

0475-24-0269

早野

12月05日（日） 09：00～12：00 凧作り、凧あげ大会

萩原小学校

どなたでも（幼児は父兄同伴）

0475-24-0868

山口

12月06日（日） 09：00～12：00 クリスマスリース作り

豊田福祉センター

どなたでも（幼児は父兄同伴）

0475-34-3352

斎藤

12月12日（土） 09：00～12：00 臼と杵で餅つき大会

茂原卸売団地

どなたでも（幼児は父兄同伴）

0475-24-8482

江澤

rec@cb.wakwak.com

茂原市レクリエーション協会
11月08日（日） 09：00～12：00 秋のネイチャーゲーム

11月08日（日） 13：00～17：00 チャレンジ・ザ・ゲーム審判員講習会 茂原卸売団地
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松戸市レクリエーション協会
11月26日（木） 18：30～21：00 福祉施設で役立つレク講座パートⅡ

松戸市馬橋市民ｾﾝﾀー 福祉レクの実技講座 一般可

090-8344-9018

水上

12月10日（木） 18：30～21：00 福祉施設で役立つレク講座パートⅢ

松戸市馬橋市民ｾﾝﾀー 福祉レクの実技講座 一般可

090-8344-9018

水上

01月21日（木） 18：30～21：00 福祉施設で役立つレク講座パートⅣ

松戸市馬橋市民ｾﾝﾀー 福祉レクの実技講座 一般可

090-8344-9018

水上

袖ヶ浦市レクリエーション協会
10月31日（土） 09：00～15：00 市民会館まつりレクゲーム

袖ケ浦市市民会館

ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ､ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀー､ｶｯﾌﾟｽﾀｯｸｽ，ケン玉等を楽しむ。

11月01日（日） 09：00～15：00 根形公民館まつりレクゲーム

袖ケ浦市根形公民館

ｲﾝﾄﾞｱﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞと昔遊び(ケン玉､お手玉､こま､ベーごま等)を楽しむ。

11月19日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室

袖ケ浦市長浦公民館

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

11月26日（木） 09：30～13：00 東京都千葉福祉園スポーツレク

袖ケ浦市東京都千葉福祉園 知的障碍者施設でのレクリエーション。一般可。 ＴＥＬ：０４３８－６２－３１３９

11月29日（日） 10：30～14：00 総合型地域スポーツクラブ交流会軽スポーツ

袖ケ浦市臨海スポーツセンター

ニュースポツの紹介(ラダーゲッター､Ｘロープバトル､手のひら健康バレー等）。クラブ会員。

12月12日（土） 08：30～12：00 わんぱく教室「料理教室」

袖ケ浦市長浦公民館

あそびの城。小学生が楽しみながら料理を体験。レシピは未定。あそ

12月13日（日） 09：00～16：00 市民秋期インドアローンボウルズ大会 袖ケ浦市根形公民館

カーリングもどきの、簡単でスリリングな楽しいニュースポツの大会。参加費１０００円。

12月17日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室

袖ケ浦市長浦公民館

楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。一般可。参加費５００円

01月21日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室

袖ケ浦市長浦公民館

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 ０９０－４７００－３５０８

01月28日（木） 09：30～13：00 東京都千葉福祉園スポーツレク

袖ケ浦市東京都千葉福祉園

知的障碍者施設でのレクリエーション。 鈴木登 ０４３８－６２－８９９７

01月30日（土） 08：30～12：00 わんぱく教室「房総子どもかるた大会」 袖ケ浦市長浦公民館

あそびの城。小学生が房総子どもかるた大会を楽しむ。

袖ケ浦市社会教育関係
団体連絡協議会内

◎花沢
和田

ＦＡＸ：０４３８－６２－４９５０

詳細内容の問合先

すべて事業・スタッフ参加可

八千代市レクリエーション協会
11月22日（日） 9：30～

第27回八千代市ウォークラリー大会

八千代市内

ヤチレク創立20周年記念大会

047-483-5255

野澤

ふれあいプラザ

手軽に作れて豪華なクリスマスメニュー

047-483-5255

野澤

未定

ウォーキングで健康維持

047-483-3120

小林

11月06日(土） 08：30～11：30 自遊体験農業

吉春体験農場

大根等手入れ、草取り

11月29日(日） 09：00～12：00 第３回「絵手紙」楽習会

総合福祉会館

季節の素材で楽しむ絵手紙レク

12月05日(土） 12：00～16：00 ｢野田かるた｣競技大会

清水公園総合体育館 会場設営、審判、結果集計等

12月06日(日） 09：00～12：00 第４回健康スポーツクラブ

総合福祉会館

室内ペタンク及びレクリエーション体験

12月09日(水） 09：00～12：00 みんなで楽しくニュースポーツ

木間ケ瀬公民館

オーバルボール等レクリエーション体験 メール：noda-rec@live.jp

鈴木

12月12日(土） 08：30～11：30 自遊体験農業

吉春体験農場

畑の手入れ、冬野菜

http://nodarec.jimdo.com/

庄司

12月06日(日） 10：00～14:00 ワイワイクッキング

毎月1回

未定

やちよ歩こう会 月例会

NPO法人野田レクリエーション協会
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庄司
事務局：渡邉

百瀬

携帯:090-7822-8512

鈴木

FAX：04-7124-6617

神山

12月23日（水） 09：00～12：00 しめ縄つくり

宮崎小学校

伝承行事しめ縄及びリース作り

事務局：渡邉

鈴木

01月24日(日） 09：00～12：00 第４回「絵手紙」楽習会

総合福祉会館

季節の素材で楽しむ絵手紙レク

携帯:090-7822-8512

百瀬

11月01日（日） 09：00～15：00 ふなばし健康まつり

船橋市運動公園

レクゲーム・入場者カウント

11月01日（日） 09：00～15：00 高根台公民館子どもまつり

高根台公民館

クラフト

11月21日（土） 12：30～15：30 中央公民館ハッピーサタデー

中央公民館

ゲーム

11月28日（土） 13：00～16：00 三山児童ホーム おたのしみ会

三山児童ホーム

スポーツチャンバラ

12月12日(土） 08：00～11：00 ふなばし朝市

船橋大神宮

クラフト・レクゲーム

047-338-2855

守安

12月19日（土） 09：00～13：00 クリスマスケーキ作り

青少年会館

クリスマスケーキ作り

01月13日（水） 13：00～16：00 三咲児童ホーム おたのしみ会

三咲児童ホーム

スポーツ７雪合戦

01月16日（土） 09：00～14：00 もちつき大会

青少年会館

持ちつき・ゲーム

01月30日（土） 09：00～13：00 バレンタインチョコケーキ作り

青少年会館

バレンタインケーキ作り

080-5685-2721

岩附

℡orFax 047-445-3314

中野

0476-20-1584

土屋・伊藤

NPO法人船橋レクリエーション協会

木更津市レクリエーション協会
11月08日（日） 09：00～15：00 公民館まつり

木更津市立中央公民館 祭り支援（ニュースポーツ）

11月21日（土） 09：00～15：00 西口こどもまつり

木更津市西口

祭り支援（アードバルーン販売）

11月29日（日）

未定

房総地域ハイキング

中央公民館

支援（チャレンジザゲーム）

こどもクリスマス会

桜井公民館

支援（アートバルーン体験）

12月20日（日） 09：00～15：00 餅つき・リース作り

文京公民館

交流餅つき・クリスマスリース作り

鎌ケ谷市制記念公園

公園で小学生達といろいろ楽しく遊ぶ

11月01日（日） 09：00～15：00 第18回東日本ユニカール大会

中台運動公園体育館

ユニカール

11月07日（土） 09：00～15：00 バウンドテニスフェスタ2015

中台運動公園体育館

バウンドテニス

11月07日（土） 09：00～15：00 第12回市民ペタンク大会

タニコート

ペタンク

11月15日（日） 09：00～15：00 京成線沿線ウォーク

未定

ウオーキング

11月15日（日） 09：00～15：00 秋季グランドバレーボール大会

大栄Ｂ＆Ｇ海洋センター グランドバレーボール

12月末

未定

遊・Ｙou・ハイク

09：00～12：00 ぽんぽこラリー

12月19日（土）

鎌ヶ谷市レクリエーション協会
11月01日（日） 10：00～16：00 あそびのプレーパーク（第7回目）
成田市レクリエーション協会
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11月16日（月） 09：00～15：00 パークゴルフ初心者講習会

十余三パークゴルフ場 パークゴルフ

11月29日（日） 09：00～15：00 レクダンス講習会

中央公民館

フォークダンス

12月02日（水） 09：00～15：00 遠足ウオーク

未定

ウオーキング

12月12日（土）・13日（日）

中台運動公園体育館

バウンドテニス

12月19日（土） 09：00～15：00 あそびの学校

ユアエルム成田店

クラフト

12月20日（日） 09：00～15：00 忘年ウオーク

未定

ウオーキング

1月16日（土）・30日（土）

中台運動公園体育館

バウンドテニス

11月21日（土） 09：00～12：00 ぶらり佐倉の歴史旅

佐倉駅集合

佐倉の史跡を散策します（一般可）

01月24日（日） 09：00～12：00 レクリエーションと東京オリンピック・パラリンピック

生涯学習センター

研修会：講師 師岡文男氏（一般可）

09：00～15：00

第２７回 関東ブロックバウンドテニス親善交流大会

09：00～15：00 バウンドテニス体験教室

0476-20-1584

土屋・伊藤

0476-20-1584

土屋・伊藤

FAX:043-277-0315

戸村

千葉県レク・コーディネーターの会

＊ レクインストラクター現場実習希望の方は、1行事3時間以上、行事が終了するまでで1印です。希望する行事の実施時間を確認してから参加して下さい
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