平成28年2月～平成28年4月開催

県レク・イベント情報

日 程
時 間
日本フォ-クダンス連盟千葉県支部

イベント名

3月13日（日） 13：30～16：30 第１４回レクダンス研修会

千葉県レクリエーション協会発行 2015年度第70号 事務局043－290－8361

会 場

イベント内容

八千代市立勝田台小学校 全国レクダンス指導者講習会日連発表曲

申込先

担当者

04-7173-2228（ｆ兼）

湯山

スキー・雪遊び（小学3年～中学）一般可

043-252-7060（ｆ兼）

小泉

成田山新勝寺

１年の安全祈願と昼食懇親会・何方でも参加可

090-2405-7792

斉藤

千葉市

寒いときには頭のサイクリング・講習会と懇親会

090-9395-8609

森浩文

館山市イオン駐車場 南房総の丘陵地帯と海岸線をサイクリング

090-2646-9927

網代真

090－3224－6372

高橋

090－1813－6195

後藤

04-7106-0039

中居

090-7632-7182

松崎

090-4092-5168

山澤

043-279-8509（ｆ兼）

坂内

一般財団法人千葉県ユ-スホステル協会
3月25日（金）～28日（月）

06：00～19：00

雪国キッズキャンプ（第60回青少年スキー教室） 宿泊：山梨県・スキー場：長野県

千葉県サイクリング協会
１月10日（日） 0：30～13：00 成田山新勝寺 初詣と懇親会
1月24日（日）

未定

サイクリングカレッジinちば

2月28日（日） 08：00～16：00 南房総菜の花サイクリング
NPO法人千葉県キャンプ協会
3/18（金）22：00～3/21（月）18：00 スキーキャンプ

3月27日（日） 10：00～14：00 縄文フェスタ

長野県飯山市戸狩高原 新雪でトレッキイング＆スキーで縦走
市川市考古学博物館 縄文時代の生活体験

千葉県インディアカ協会
2月28日（日） 09：00～17：00 第14回千葉県インディアカクラブ選手権大会

八千代市民体育館

県内登録クラブ選手権大会（シニア会員のみ）

3月6日（日） 09：00～17：00 第14回千葉県インディアカクラブ選手権大会

八千代市民体育館

県内登録クラブ選手権大会（男子・女子の部会員のみ）

3月21日（月） 09：00～17：00 第14回千葉県インディアカクラブ選手権大会

佐倉市民体育館

県内登録クラブ選手権大会（混合の部会員のみ）

千葉県ユニバ-サルホッケ-協会
3月20日（日） 09：00～17：00 第２回ジャパンカップ

浦安市運動公園総合体育館

日本連盟に加入会員

2月28日(日） 09：00～17：00 第17回習志野市ユニバーサルホッケー大会習志野市東部体育館 習志野市民在住及び在勤者
千葉県タ-ゲットバ-ドゴルフ協会
2月6日(土) 10：00～14：00 競技資格認定証 取得新規者講習会 千葉北リサイクルセンター TBGの競技規則、競技上のエチケット等
2月13日(日) 11：00～14：00 関東甲信越ブロックTBG協議会代表者会議
2月20日(土) 13：30～17：00 千葉県TBG協会第9回定例理事会
3月12日(土) 11：00～14：00 関東甲信越ブロックTBG協議会28年度総会
3月13日(日) 10：30～14：00 千葉県TBG協会第10回定例理事会

川越市南文化会館

各県代表者総会準備会議

千葉北リサイクルセンター 常任理事会

川越市南文化会館

関東甲信越ブロック各県常任理事、理事

長沼コミ二テイーセンター 県内各協会代表者総会準備会議

4月16日(土) 10：30～14：00 千葉県TBG協会28年度第1回定例理事会 長沼コミ二テイーセンター 県協会常任理事、理事、監事による総会
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千葉県ペタンク・ブ-ル連盟
3月20日（日） 09：00～16：30 第28回千葉県オープンペタンク大会

船橋運動公園

大会（会員・愛好者）
047-431-7648

大堀川防災レクリェーション公園

柏市市民及び愛好者

2月13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

当日会場申込

2月13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

問合せ

2月27日（土） 08：30～15：00 ウオーキング教室

手賀沼公園

ウオーキングの基本

043-255-0141

3月27日（日） 09：00～16：30 柏市ペタンク大会

戸松

NPO法人千葉県ウオーキング協会

3月5日（土） 07：00～16：00 南房総フラワーマーチ（第1日）

南房総市千倉保健センター 35・23・11・5㎞のウオーキング

フラワーマーチ実行委員会

3月6日（日） 07：00～16：00 南房総フラワーマーチ（第2日）

南房総市千倉保健センター 35・20・10・5㎞のウオーキング

0470-33-1091

3月12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

3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

当日会場申込

3月26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

問合せ

4月2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

043-255-0141

4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

4月23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

事務所

事務所

4月9日（土） ０7：30～16：00 下総・江戸川 ツーデーマーチ（第1日） 市川市スポーツセンター 33・18・11・6㎞のウオーキング

千葉県ｳｵｰｷﾝｸﾞ協会

4月10日（日） 07：30～16：00 下総・江戸川 ツーデーマーチ（第2日）市川市スポーツセンター 32・20・11・7㎞のウオーキング

043-255-0141

事務所
千葉県シェアリングネイチャー協会
3月5日（土） 10：00～12：00 早春のネイチャーゲーム
3月13日（日） 10：00～12：00 ほのぼの春のネイチャーゲーム

佐倉市市民の森

ネイチャーゲーム

043-486-1936（ｆ兼）

有賀

21世紀の森と広場

ネイチャーゲーム

047-368-6020（ｆ兼）

水上

043-293-5199

松山

千葉県ビリヤード協会
4月

09：30～20：00 第4回千葉県知事杯(仮)

未定

千葉県ビリヤード協会主催の公式戦

NPO法人千葉県パークゴルフ協会連合会
2月10日（水） 09：00～15：00 県連合会第１回高洲海浜公園大会

浦安市高洲海浜公園PG場

千葉県連合会加入会員のみ

加盟各市町協会

事務局

3月13日（日） 09：00～15：00 千葉県連合会第１５回選抜大会

勝浦市滝見苑勝浦PG場 千葉県連合会加入会員のみ

加盟各市町協会

事務局

加盟各市町協会

事務局

4月27日（水） 08：00～14：00 県連合会第６回白井遊楽大会

白井市遊楽PG場

千葉県連合会加入会員のみ
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柏市レクリエーション協会
2月 6日（土） 10：00～12：00 チャレンジ・ザ・キッズ

松葉近隣センター

一般・親子・会員

090-4601-5306

松戸

2月21日（土） 10：00～12：00 レクセミナー「ラジオ体操」

未定

一般・会員

080-5462-3921

水鳥

3月 5日（土） 10：00～12：00 学校レク

未定

一般・会員

090-4601-5306

松戸

3月13日（日） 14：00～16：00 柏レク元気アップセミナー「お笑い健康法」

未定

一般・会員

080-5462-3921

水鳥

施設や高齢者向けレク、認知症予防等

0475-72-2974

原田

親子で楽しむ料理

0475-25-0153

湊

茂原市レクリエーション協会
2月21日（日） 09：00～12：00 介護予防・福祉レク教室（１）
茂原市中央公民館図書室予定

4月10日（日） 09：00～12：00 介護予防・福祉レク教室（２）
4月24日（日） 09：00～12：30 親子料理教室

〃

料理室 （予定）

袖ヶ浦市レクリエーション協会
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。

2月13日（土） 08：30～13：00 あおぞらクラブ「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。参加費３００円。

団体連絡協議会内

2月18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

ＮＡＧＡＸ体験イベント「ニュースポーツと昔遊び」

袖ケ浦市長浦公民館

ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ､ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀー及びケン玉等昔遊びを楽しむ。

ＴＥＬ：0438-62-3139

3月5日（土） 08：30～13：00 あおぞらクラブ「ニュースポーツ教室」

袖ケ浦市長浦公民館

あそびの城。ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ､ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀー､ｶｯﾌﾟｽyﾀｯｸｽ､ﾎﾞｯｸｽﾎｯｶｰ等を楽しむ。

ＦＡＸ：0438-62-4950

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。

＜詳細内容問合先＞

袖ケ浦市東京都千葉福祉園

袖ケ浦市にある東京都知的障害者施設でレクゲーム等を楽しむ。

090-4700-3508

◎伊藤

4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

0438-62-8997

鈴木

4月24日（日） 09：30～15：00 ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｹﾞｰﾑ普及審判講習会

袖ケ浦市根形公民館

日レク協会の「ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｹﾞｰﾑ普及審判講習会」を行う。参加費 １,５００円

047-483-3120

小林

047-483-5255

野澤

2月6日（土） 08：30～12：00 わんぱく教室「房総子どもかるた大会」

2月21日（日） 08:30～15：00

3月17日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室
4月3日（日） 08：30～15：00 東京都千葉福祉園さくら鑑賞会

袖ケ浦市社会教育関係

八千代市レクリエーション協会
毎月1回

未定

やちよ歩こう会 月例会

2月7日（日） 10：00～14：00 ワイワイクッキング

未定

ウォーキングで健康維持

男女共同参画センター 旬の野菜をたっぷりと。
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NPO法人野田レクリエーション協会
2月7日(日） 09:00～12：00 第２回「福祉レクリエーション」楽習会
2月14日(日） 09:00～12：00 健康スポーツクラブ（第５回）
2月28日(日） 09：00～16：00 近隣ソフトバレーボール大会
3月6日(日） 09:00～12：00 第５回「絵手紙」楽習会

総合福祉会館

地域・職場で役立つリハビリを楽しく体験事務局：渡邉

北島

総合福祉会館

スカットボール及びレクリエーション体験

FAX:04-7124-6617

神山

携帯:090-7822-8512

古谷

E-mail：noda-rec@live.jp

百瀬

047-338-2855

守安

0436-66-7532

合田

関宿総合公園体育館 設営・記録係等運営スタッフ体験
総合福祉会館

季節の素材で楽しむ絵手紙レク

NPO法人船橋レクリエーション協会
2月13日（土） 08：00～11：30 ふなばし朝市
2月20日（土）

未定

高根台公民館ハッピーサタデー

2月20日（土） 09：00～12：30 チャンバラ合戦
3月12日（土） 13：30～16：30 お楽しみ会

船橋大神宮

クラフト・レクスポゲーム

高根台公民館

スポーツ雪合戦

青少年会館

チャンバラ合戦

三咲児童ホーム

スポーツチャンバラ

3月13日(日） 09：00～14：30 葛飾公民館子どもまつり

葛飾公民館

模擬店

3月19日(土） 09：00～12：30 中央公民館ハッピーサタデー

中央公民館

チャンバラ合戦

五井駅集合

春の養老川に沿ってウォーキング

市原市レクリエーション協会
4月3日（日） 08：00～15：00 養老川リバーサイドウォーク
成田市レクリエーション協会
2月1日（月） 10：00～12：00 フォークダンス初心者講習会

赤坂ふれあいセンター フォークダンス

2月15日（月） 10：00～12：00 フォークダンス初心者講習会

赤坂ふれあいセンター フォークダンス

2月20日（土） 09：00～15：00 市民ユニカール大会

中台運動公園体育館 ユニカール

2月27日（土） 13：00～15：30 あそびの学校

ユアエルム成田店

クラフト

土屋
0476-20-1584

3月6日（日） 09：00～15：00 市民グランドバレーボール大会

中台運動公園体育館 グランドバレーボール

3月9日（水） 13：00～17：00 バウンドテニス合同練習会

中台運動公園体育館 バウンドテニス

3月14日（月） 08：15～15：00 市民パークゴルフ大会

久住パークゴルフ場

3月16日（水） 13：00～17：00 バウンドテニス合同練習会

中台運動公園体育館 バウンドテニス

伊藤

パークゴルフ

＊ 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

