平成28年8月～平成28年10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

8月28日（日） 13：30～16：30 第1回 心がおどる レクダンス講習会
9月4日（日） 13：00～15：00 第2回 レクダンス 初心者講習会
10月10日（月） 10：00～17：00 千葉県支部創立35周年大会レクダンス会場

千葉県レクリエーション協会発行

会 場

2016年度第72号

イベント内容

事務局043－290－8361
申込先

担当者

八千代市総合生涯学習プラザ レクリエーションダンス美しく踊れるように

茂原市体育館
千葉市ポートアリーナ・サブアリーナ

楽しいレクリエーションダンスを体験

04-7173-2228

湯山

043－290－2620

下永田

090－8055－7873

後藤

04-7106-0039

中居

キラキラフェスタです。楽しく踊りましょう。

NPO法人千葉県キャンプ協会
9月25日（日） 10：00～14：00 シティサバイバルキャンプ
10/8（土）～10日（月）

10：00～

キャンプインストラクター講習会

千葉大学教育学部グランド 野外力検定
船橋市大神保青少年キャンプ場

キャンプの初心者向け講習会

千葉県インディアカ協会
8月11日（祝木） 09：00～16：00 千葉県インディアカシニアオープン大会

8月21日（日） 09：00～17：00 第76回千葉県インディアカ交流大会
9月4日（日） 09：00～17：00 第13回千葉県インディアカオープン選手権

八千代市民体育館

会員のみ45才以上対象者

松戸市運動公園体育館 会員のみ
船橋市運動公園体育館 会員のみ

9月11日（日） 09：00～17：00 公認BC級審判員研修会

栄町立布鎌小学校

公認B級C級審判員対象

北総協会

福島

10月16日（日） 09：00～17：00 公認BC級審判員研修会

船橋サブアリーナ

公認B級C級審判員対象

船橋市IA

塩脇

会員のみ

04-7106-0039

中居

八千代市市民体育館

近隣市町村愛好者を含めた大会

090-1040-8824

森永

八千代市萱田小学校

会員を対象とした指導員審判員研修会

080-8263-0504

山田

夏見台まちかどスポーツ広場

ペタンク大会 一般可

047-431-7648

戸松

9月11日（日） 08：30～4：30 第16回タニカップペタンク大会

タニペタンクコート

ペタンク大会 一般可

0476-26-5415

並木

10月8日（土） 08：30～4：30 第11回千葉県ベテランペタンク大会

松山下運動公園

ペタンク大会 ６０歳以上

047-431-7648

戸松

8月20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

8月27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

当日会場申込み

8月27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

問合せ

10月23日（日） 09：00～15：00 千葉県レク大会

県スポーツセンター

千葉県ユニバ-サルホッケ-協会
9月24日(土） 09：00～16：00 第31回八千代市オープン大会
10月10日（祝月）

09：00～12：00 平成28年度後期審判研修会

千葉県ペタンク・ブ-ル連盟
9月4日（日） 08：30～4：30 第19回フレンドリー大会

NPO法人千葉県ウオ-キング協会

9月2日（金） 09：00～15：00 くつの日記念ウオーク
9月3日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

新鎌ふれあい公園
天沼弁天池公園
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１３ｋｍのウオーキング
ウオーキングの基本

043-255-0141

事務所

9月10日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口

9月10日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

手賀沼公園

9月25日（日）

未来都市MAKUHARIウオーク

ウオーキングの基本

委細未定

当日会場申込み

10月8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

10月8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

10月15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

10月23日（日） 08：30～15：00 アクアラインマラソン応援ウオーク

袖ヶ浦市役所

事務所

12㎞・7㎞のウオーキング

千葉県スル-ネットピンポン協会
7月31日（日） 13：00～16：00 スルーネットピンポン

障スポレクセンタ-

定例会・一般可

8月21日（日） 13：00～16：00 スルーネットピンポン

障スポレクセンター

練習会・一般可

9月18日（日） 13：00～16：00 スルーネットピンポン

障スポレクセンター

練習会・一般可

毎週水曜日 18：30～20：30 スルーネットピンポン

障スポレクセンター

練習会・一般可

043-254-4491

小原

スポーツチャンバラ大会

090-7222-2740

平山

043-486-1936

有賀

047-368-6020

水上

047-423-0427

鈴木

ネイチャーゲーム

047-451-2828

今井

野田市関宿総合体育館

パドルテニスオープン大会、会員のみ

0439-55-0408

野村

浦安市運動公園他

屋内外に多くのスポーツ体験コーナーがあり、こどもから
齢の方までいろいろな競技を楽しめるイベントです。

℡047-351-1111
fax047-351-5494

川上

047-447-1995

正田

047-447-1995

正田

千葉県スポーツチャンバラ協会
10月23日（日） 09：00～16：00 第62回千葉県レクリエーション大会

千葉県武道館

千葉県シェアリングネイチャ-協会
8月20日（土） 1：00～18：00 ネイチャー・デイキャンプ

印旛沼ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞ

ネイチャーゲームとクラフト

8月20日（土） 16：00～18：00 夕暮れを五感で楽しむネイチャーゲーム

21世紀の森と広場

ネイチャーゲーム

8月27日（土） 10：00～15：00 リーダー研修会
9月18日（日） 10：00～12：00 秋のネイチャーゲーム
10月23日（日）

10月

三番瀬クリーアップ
未定

秋の会

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ
松戸 斉藤邸

研修会・指導員のみ
ネイチャーゲーム

三番瀬海浜公園
未定

千葉県パドルテニス協会
9月4日（日） 09：00～16:00 第17回千葉県オープン大会
浦安市軽ｽﾎﾟｰﾂ協会
10月9日（日） 10：00～16：00 浦安スポーツフェア2016

高

千葉県キンボールスポーツ連盟
10月2日（日） 10：00～12：00 船橋市スポーツの祭典キンボール体験会

船橋市運動公園体育館 子供・大人誰でも体験参加できます

10月23日（日） 10：00～12：00 千葉県レク大会キンボール第4回交流大会 千葉県総合スポーツセンター
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各地のチーム参加での大会とは別に誰でも体験出来ます

NPO法人千葉県パ-クゴルフ協会連合会
8月6（土）～7（日）

08：00～16：00 第3回全国パークゴルフ十和田大会

青森県十和田市

会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

旭市あさひＰＧ場

会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

宮城県加美町ふれあいの森 会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

北海道えべつ角山ＰＧ場 会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

福島県相馬市光陽ＰＧ場 会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

9月25日（日） 08：00～16：00 第７回全国パークゴルフ東京大会

千葉県酒々井町しすいの森 会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

10月5日（水） 08：00～15：00 連合会第4回蓮沼海浜公園大会

山武市蓮沼海浜公園ＰＧ場 会員のみ・男女別個人戦

加盟各市町協会

事務局

8月9日（火） 08：00～15：00 パークの日第８回あさひ大会
8月20（土）～21（日）

05：00～翌22：00

第14回全国関東・東北交流大会

9月7（水）～9（金） 05：00～翌々19：30 北海道・千葉交流ＰＧ大会ＩＮ札幌

9月8日（木） 08：00～15：00 連合会第9回茜浜大会
9月10（土）～11（日）

05：00～翌21：30

第21回「相馬野馬追カップ」

9月10（土）～11（日）

05：00～翌21：30

第10回全国ＰＧ大会ＩＮ射水

10月6（木）～9（日） 05：00～翌々20：00 NPGA杯第6回全日本ＰＧ大会ＩＮ苫小牧

習志野市茜浜ＰＧ場

富山県射水市

北海道糸井の森ＰＧ場

男女別個人・団体戦（県選抜男女各３名）

10月23日（日） 08：00～15：00 千葉県レクリエーション協会冠しすいの森大会 千葉県酒々井町しすいの森 会員のみ・男女別個人戦

連合会選出

県事務局

加盟各市町協会

事務局

問合せ：047-443-6624

小川

090-4601-5306

松戸

090-1506-8789

松戸

千葉県スポーツ吹矢協会
9月23日（金） 09：00～16：30 第13回スポーツ吹矢千葉県大会

総合ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀｰ・体育館 県内在住の協会会員による吹矢の大会

柏市レクリエ-ション協会
8月8（月～10（水）

東北支援

右記

8月21日（日） ９:００～16:00 学レク夏季セミナー

ちば県民プラザ

9月11日（日） １２:００～15:00 元気アップセミナー

パレット柏

10月15日（土） ９:００～16:00 学レクセミナー
10月22日（土） 13：00～14：30 あそびの城

印西市立小林小
永楽台近隣センター

大船渡市・越前高田市・気仙沼市の視察等
レク実技・クラフト・その他
絵たより
遊びパワーアップセミナー・レク実技

スポーツチャンバラ

四街道市レクリエ-ション協会
8月2日（水） 10：00～12：00 工作教室
8月7日（日） 09：00～17：00 レクインストラクタ－講習会 ④
8月9日（火） 08：00～12：00 スカイクロス
8月20日（土）

未定

ふるさとまつり

四街道市ふれあいセンタ- 夏休み工作教室

※ 詳しくはお問い合わせ下さい

四街道市千代田公民館

四街道市レクリエーション協会

千代田グラウンド

住所 四街道市栗山1000-78

四街道市中央公園

事務局

遠西 勝（とおにし）

8月21日（日） 09：00～17：00 レクインストラクタ－講習会 ⑤

四街道市千代田公民館

携帯 090-2750-0969

8月28日（日） 09：00～17：00 レクインストラクタ－講習会 ⑥

四街道市千代田公民館

TEL （043）422－8158

9月4日（日） 09：00～17：00 レクインストラクタ－講習会 ⑦

四街道市千代田公民館

E-mail：rec@cb.wakwak.com
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9月8日（木） 14：00～17：00 あそびの城 - ⑦
9月11日（日） 09：00～17：00 レクインストラクタ－講習会 ⑧
9月15日（水） 13：00～16：00 はなはな会

四街道市中央小学校
四街道市千代田公民館
池花自治会館

必ず確認の事

体育館（ラダ－ゲッタ－ほか）

ﾚｸ受講生はｽﾀｯﾌ・事業参加を
地域サロンのおてつだい

9月29日（木） 14：00～17：00 あそびの城 - ⑧

四街道市中央小学校

体育館（割り箸鉄砲 ほか）

四街道市レクリエーション協会

10月13日（木） 14：00～17：00 あそびの城 - ⑨

四街道市中央小学校

体育館（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞほか）

事務局

10月21日（金） 09：00～16：00 千代田公民館まつり
10月27日（木） 14：00～17：00 あそびの城 - ⑩

四街道市千代田公民館 クラフト

遠西 勝（とおにし）

携帯 090-2750-0969

四街道市中央小学校

体育館（ビックしゃぼん玉ほか）

8月7日（日） 09：00～12：00 夏のネイチャーゲーム

いすみ市岬町天神社

早朝を楽しむネイチャーゲーム

0475-27-0506

澤田

9月11日（日） 09：00～12：00 介護予防福祉レク教室

茂原市中央公民館

健康寿命を楽しもう

0475-72-2974

原田

茂原市市民体育館

誰でもどこでも簡単に踊れるダンスです

0475-23-2798

大木

袖ケ浦市市民会館

小学生とﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄを作り、飛ばします。参加費３００円

〒299-0262

8月4日(木) 09：00～13：00 蔵波地区社会福祉「なごやか交流会レク」 袖ケ浦市蔵波県営集会所

子どもと高齢者の交流。簡単工作(紙トンボ、割り箸鉄砲）で遊ぼう！

袖ケ浦市社会教育関係団体

8月6日(土) 08：30～12：00 あおぞらクラブ「ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄを飛ばそう」

小学生とﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄを作り、飛ばします。参加費３００円 連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

茂原市レクリエ-ション協会

9月4日（日） 13：00～15：00 第１回レクリエーション・ダンス研修会
袖ヶ浦市レクリエ-ション協会
8月2日(火) 08：30～12：00 市民会館「ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄを飛ばそう」

袖ケ浦市長浦公民館
袖ケ浦市富岡分館

ディキャンプでのレク＆食事作り等の手伝い。一般可。参加費５００円

袖ケ浦市レクリエーション協会

8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

（ｆ）0438-62-4950

8月20日(土) 12：00～20：30 根っこの会ディキャンプ

袖ケ浦市根形公民館

ディキャンプでのレク＆食事作り等の手伝い。一般可。参加費５００円

詳細内容の問合先

8月11日(木) 12：00～20：30 中富ふれあいの会ディキャンプ

8月22日(月) 08：30～15：00 昭和社会福祉「わくわくサマーキャンプ」

木更津市木更津ゴルフクラブ

小学生と福祉活動を学び、ウォータースライダー等水遊びを楽しみます ◎伊藤和雄 ０９０－４７００－３５０８

8月25日(木) 09：00～13：00 長浦地区社会福祉「なごやか交流会レク」 袖ケ浦市久保田多目的館 子どもと高齢者の交流。ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑを楽しもう 鈴木登 ０４３８－６２－８９９７
8月27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

小学生とお菓子(未定)を作ります。参加費３００円

9月15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

袖ケ浦市長浦公民館

通学合宿で小学4年～6年生の交流。公民館事業。あそびの城。学生ｽﾀｯﾌ宿泊可能な方

9/25(日)～27(火) 12：00～18：00 通学合宿「公民館から学校に通う｣

10月2日(日) 09：30～15：00 東京都千葉福祉園秋まつりレクゲーム

袖ケ浦市東京都千葉福祉園 知的障碍者施設での秋まつりレクリエーションゲーム

10月10日(月) 09：00～15：00 NAGAXふれあいフェスタ「ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂと昔遊び」

袖ケ浦市長浦公民館

ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ(ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ､ﾀﾞｰﾂ等)と昔遊び(ケン玉､お手玉、こま等)を楽しむ

10月20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
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◎花沢
宗像

NPO法人野田レクリエ-ション協会
8月7日(日） 09：00～16：00 近隣ソフトバレーボール大会

関宿総合公園体育館

会場設営、集計、運営体験

鈴木

8月13日(土） 09：00～12：00 自遊体験農業

吉春体験農場

畑の手入れ、さつま芋つる返し

事務局：渡邉

庄司

8月14日(日） 09：00～12：00 第2回健康ｽﾎﾟｰﾂクラブ

総合福祉会館

ニュースポーツ体験、運営体験

携帯:090-7822-8512

関根

8月20日(土） 13：00～16：00 関宿まつり

宝珠花河川敷

ニュースポーツ体験、子どもの遊び支援

FAX：04-7124-6617

鈴木

8月27日(土） 10：00～14：00 遊びの広場

みずき公園

ニュースポーツ体験、子どもの遊び支援

メール：noda-rec@live.jp

足立

http://nodarec.jimdo.com/

北島

9月10日(土） 09：00～12：00 自遊体験農業

吉春体験農場

畑の手入れ、大根種まき

9月11日(日） 09：00～12：00 第1回福祉レク講習会

総合福祉会館

コミュニケーションワーク、福祉レク体験

渡邉

9月25日(日） 09：00～12：00 第2回絵手紙楽習会

総合福祉会館

身近な素材で楽しむ絵手紙レク体験

百瀬

10月8日(土） 09：00～12：00 自遊体験農業

吉春体験農場

畑の手入れ、レク体験

総合福祉会館

ニュースポーツ体験、運営体験

10月9日（日） 09：00～12：00 第3回健康ｽﾎﾟｰﾂクラブ

事務局：渡邉

庄司

携帯:090-7822-8512

関根

10月15日(土） 09：00～15：00 野田市産業まつり

野田市文化会館駐車場 ニュースポーツ、クラフト及び運営体験

FAX：04-7124-6617

神山

10月16日(日） 09：00～15：00 野田市産業まつり

野田市文化会館駐車場 ニュースポーツ、クラフト及び運営体験

メール：noda-rec@live.jp

神山

http://nodarec.jimdo.com/

足立

10月23日(日） 09：00～14：00 野田市こどもまつり
10月30日(土） 09：00～14：00 収穫祭り

未定
吉春体験農場

ニュースポーツ、クラフト体験
芋掘り・収穫野菜食事会・レク遊び

庄司

八千代市レクリエ-ション協会
毎月1回開催

未定

やちよ歩こう会月例会

未定

ウォーキングで健康維持と笑顔一杯

歩こう会事務局047-483-3120

小林

047-338-2855

守安

NPO法人船橋レクリエ-ション協会
8月3日（水） 09：00～12：30 三咲児童ホーム 夏工作
8月27日（土） 08：30～14：00 スポレクと流しソーメン
8月27日（土） 08：00～11：00 ふなばし朝市
9月3日（土） 09：00～12：00 かるたウォーク
10月15日（土） 10：00～16：00 きらきら秋のゆめひろば

三咲児童ホーム

工作教室

青少年会館

スポレク体験と流しソーメン

船橋大神宮

クラフトとレクゲーム

京成大神宮下駅～浜町公民館 ふなばしカルタに詠まれている箇所のウォーキング

船橋市中央通り商店街

10月29日（土） 09：00～12：00 お手伝い料理教室

青少年会館

10月29日（土） 09：00～12：00 スポーツチャンバラ

海神児童ホーム
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レクゲームとクラフト
子ども料理
スポーツチャンバラ

市原市レクリエ-ション協会
9月19日（祝月） 9：00～15：00 いちはら生涯スポレクまつり

ゼットエー武道館

市民対象様々なレク活動で楽しむ

0436-36-5430

鶴岡

080-5685-2721

岩附

tel 047-445-3314

中野

成田市
レクリエーション協会
事務局
（市教育委員会生涯
スポーツ課内）
0476-20-1584

伊藤
土屋

成田市
レクリエーション協会
事務局
（市教育委員会生涯
スポーツ課内）
0476-20-1584

伊藤
土屋

木更津市レクリエ-ション協会
10月未定（土） 09：00～14：00 文京公民館文化祭支援

〃

09：00～15：00 桜井公民館こども祭り支援

文京公民館

バルーン・ヨーヨー販売

桜井公民館

バルーン・ヨーヨー販売

鎌ヶ谷市レクリエ-ション協会
9月25日（日） 10：00～16：00 あそびのプレーパーク（第6回）

鎌ケ谷市市制記念公園

子どもたちと一緒にいろいろ遊ぼう

成田市レクリエ-ション協会
8月6日（土） 09：00～15：00 納涼大会

坂田ヶ池総合公園

8月7日（日） 09：00～15：00 あそびの祭典

ユアエルム成田店

8月28日（日） 06：00～09：00 早朝ウォーク
8月21・22日 （土）・（日）

終日

キャンプ

未定

クラフト
ウォーキング

坂田ヶ池総合公園

9月11日（日） 09：00～15：00 タニカップペタンク大会

タニペタンクコート

9月17日（土） 09：00～15：00 久住パークゴルフ大会

久住パークゴルフ場

パークゴルフ

JR神崎駅周辺

ウォーキング

9月25日（日） 09：00～15：00 下総神崎巡り

ペタンク

9月15・29日（木）

09：00～15：00 バウンドテニス体験教室

中台運動公園体育館

バウンドテニス

9月2・9・23・30日（金）

09：00～15：00 秋季ユニカール教室

中台運動公園体育館

ユニカール

10月2日（日） 09：00～15：00 成田国際市民フェスティバル2016

国際文化会館

レクリエーション

10月11日（火） 09：00～15：00 ナリコー杯パークゴルフ大会

久住パークゴルフ場

パークゴルフ

10月16日（日） 09：00～15：00 成田健康ウォーキング大会

成田市内

ウォーキング

10月22日（土） 09：00～15：00 成田市フォークダンス祭

中台運動公園体育館

フォークダンス

＊ 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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