平成28年11月～平成29年1月開催

県レク・イベント情報

日 程
時 間
一般財団法人千葉県ユースホステル協会
12月25日（日）～28日（水）

イベント名

千葉県レクリエーション協会発行

会 場

2016年度第73号

イベント内容

06：00～19：30 雪国キッズキャンプ（第61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～中学）一般可

事務局043－290－8361
申込先

担当者

TEL/FAX043-252-7060

小泉

090－8110－0708

宮崎

NPO法人千葉県キャンプ協会
12月22～23日 16:00～13：００ 囲炉裏を囲んで

船橋市大神保キャンプ場さざんかの家

キャンプよもやま話 料理、ソング等

千葉県インディアカ協会
1月9日（祝・月） 09：00～17：00 Ｃ級審判認定講習会

佐倉市市民体育館

会員のみ

04-7106-0039

中居

1月15日（日） 09：00～17：00 第77回県交流大会

八街市総合体育館

会員のみ

04-7106-0039

中居

会員のみによる大会

090-4626-4614

風戸

子供を中心にしたオープン大会

090-4626-4614

風戸

近隣プレーヤーを含めたオープン大会

090-6123-6511

安達

長生郡一宮町ＧＳＳ体育館 近隣プレーヤーを含めたオープン大会

090-4626-4614

風戸

千葉県ユニバーサルホッケー協会
11月13日（日） 09：00～16：00 第38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

12月17日（土） 09：00～16：00 第22回千葉県クリスマス大会

八千代市市民体育館

1月6日（金） 09：00～16：00 第15回浦安市冬季市民大会

浦安市運動公園総合体育館

1月22日（日） 09：00～16：00 第17回茂原市新春大会
千葉県ペタンク・ブ-ル連盟
11月13日（日） 08：30～16：30 第21回千葉若潮ペタンク大会

船橋市運動公園

会員・愛好者

047-431-7648

戸松

11月27日（日） 08：30～16：30 第6回印西スワンペタンク大会

松山下運動公園

会員・愛好者

0476-42-7248

西谷

啓明ふれあい広場 高田コース

会員の親睦交流大会

090-8005-3246

吉岡

天沼弁天公園

ウオーキングの基本

千葉県ターゲーット・バードゴルフ協会
10月22日（土） 09：00～15：30 県レクリエーションTBG愛好者交流大会

NPO法人千葉県ウオーキング協会
11月12日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室
11月19日（土） 08：30～15：00 手賀沼ふれあいウオーク
11月20日（日） 09：00～13：00 ウオーキング教室
11月26日（土） 08：30～16：00 佐倉カルチャーウオーク

手賀沼公園
海浜幕張駅南口
佐倉城址公園

4㎞・10㎞・20㎞のウオーキング
ウオーキングの基本

当日会場申込

10㎞・20㎞のウオーキング

12月10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

12月17日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

天沼弁天公園

ウオーキングの基本

043-255-0141

12月17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

1月7日（土） 08：30～14：00 新春初詣ウオーク

千葉公園綿打池入口

1月14日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

手賀沼公園
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8km・13kmのウォーキング
ウオーキングの基本

事務所

財団法人千葉県スポーツチャンバラ協会
11月23日（水・祝）

09：30～14：00 千葉市スポレク祭（スポーツチャンバラ大会）

千葉市花島公園体育館 スポーツチャンバラ大会＆体験会

090-7222-2740

平山

日時等予定

043-293-5199

松山

金杉小学校体育館

各種の催しの中でキンボールを体験

047-447-1995

正田

印旛沼ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞ

ネイチャーゲーム・クラフト

043-486-1936（F兼）

有賀

渡良瀬スポーツ広場ＰＧ場 会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

千葉市緑区エコＰＧ大木戸 会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

相馬市・光陽ＰＧ場

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

習志野市茜浜ＰＧ場

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

千葉県ビリヤード協会
12月11日（日） 09：30～20：00 千葉県BC級ナインボールチャンピオンシップ

大慶園

千葉県キンボールスポーツ連盟
11月5日（土） 10：00～12：00 船橋市立金杉小学校まつり
千葉県シェアリングネイチャ-協会
11月5日（土） 10：00～15：00 ネイチャー・デイキャンプ
NPO法人千葉県パークゴルフ協会連合会
14月4日（金） 06：00～18：00 第８回日本ＰＧ大会ＩＮ群馬太田大会
11月13日（日） 06：00～18：00 第２２回全国大会ＩＮ開成町（神奈川県）
11月20日（日） 08：00～14：00 第１回千葉県・千葉市連合会合同大会
12月3日（土）～4日（日）

05：00～翌20：00 Ｈ２８相馬松川浦カップ全国大会（福島県）

12月13日（火） 08：00～14：00 県連合会第９回茜浜大会

開成町ＰＧ場

千葉市レクリエ-ション協会
11月3日～11月27日

第23回千葉市スポレク祭

各会場

インディアカ・フォークダンス・社交ダンス・ペタンク

各イベントの委細については、9/15発行ちば市政だよりをご覧下さい。 ウオーキング・軟式野球・スポーツチャンバラ・ターゲット・バードゴルフ

柏市レクリエ-ション協会
11月6日（日） 09：00～12：00 新たなスポーツ・レクリエーションのあり方

柏市中央体育館 管理棟２階会議室

11月13日（日） 12：00～15：00 柏レク元気UPセミナー「カラダいきいき体験」

パレット柏 多目的室Ａ

上智大学 師岡教授「東京オリパラを見すえて」

04-7133-5079

松戸

「チーレク・エクサ講習会」「プラチナ体操」

04-7133-5079

松戸

11月26日（土） 13：00～14：30 あそびの城「クラフト」

永楽台児童センター

子どもたちと一緒にクラフト体験

04-7133-5079

松戸す

1月28日（土） 13：00～14：30 あそびの城「ニュースポーツ」

永楽台児童センター

子どもたちと一緒に楽しいことを体験

04-7133-5079

松戸す

四街道市レクリエ-ション協会
11月 3日（木）祝

09：00～17：00 文化祭（４日は展示のみ）

文化センター

～11月 6日（日）

09：00～14：00

文化センター

クラフト・レクゲ－ム・

一般・現場実習４日はありません

11月10日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑪

中央小学校

日レクボ－ルほか

11月24日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑫

中央小学校

わなげ、けん玉ほか

12月 8日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑬

中央小学校

こま（和こま）ほか
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一般・現場実習可

一般・現場実習可
一般・現場実習可
一般・現場実習可

※ 変更になる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい
FAX申込みが必要です。
スタッフ・事業、参加講習費１０００円）
事務局

遠西 勝（とおにし）

12月11日（日） 13：00～17：00 クリスマス（文化センタ－後援）

文化センタ-

・事業参加 現場実習可

12月11日（日） 09：00～17：00 （事業参加午後・スタッフ参加１日）

文化センタ-

一般・ スタッフ参加、事業参加、現場実習可

12月15日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑭

中央小学校

たこづくり、たこあげ

1月12日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑮

中央小学校

なわとび (単なわ・長縄）

一般・現場実習可

1月26日（木） 14：00～17：00 あそびの城 ⑯

中央小学校

まりつき、ふうせんバレ－

一般・現場実習可

住所

一般・現場実習可

四街道市栗山１０００-７８

Tel/fax 043-422-8185
携帯 090-2750-0969
E-mail rec@cb.wakwak.com
http://www.rec-yotsukaidou.com

茂原市レクリエ-ション協会
11月6日(日） 09：00～12：00 秋のネイチャーゲイム(秋と遊ぼう）

リトル生命の森

落ち葉たぃさん！素敵な葉っぱ集めよう

0475-27-0506

澤田

養老の渓谷美とイルミネーション

0475-24-0269

早野

身近な素材で夢のあるリース作り。

0475-34-3352

斎藤

卸売団地

一足早い正月気分を味わう、

0475-24-8482

江澤

12月17日(土） 09：00～12：30 凧つくり ・凧あげ大会

萩原小学校

大空に舞い上がる自作の凧。

0457-24-0868

山口

1月28日(土） 17：00～20：00 冬のプラネタリウム

富士見公園

星空を見上げて・・・・

090-2489-8655

宇田川

１１月26日（日） 08：50～18：30 紅葉の養老渓谷、バスハイキング

養老渓谷

12月4日（日） 13：00～16：00 クリスマスリース作り

豊田福祉センター

12月11日(日） 09：00～12：00 餅つき大会

袖ケ浦市レクリエ-ション協会
11月5日(土) 09：00～15：00 市民会館まつりレクゲーム

市民会館

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ等を楽しむ（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他)。

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。

0438-62-3139

昭和小体育館

昭和地区高齢者(約３０人)の集いでのレクリエーション。ｲﾝﾄﾞｱﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ・ﾌﾟﾗｽﾞﾏｶｰ

連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

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

臨海ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連協交流大会でのｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ紹介体験会

袖ケ浦市レクリエーション協会

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。

fax:0438-62-4950

根形公民館

簡単でスリリングな楽しいニュースポツ体験

長浦公民館

９時集合、ホールでニュースポーツを楽しむ。１００名予定

詳細内容の問合先

12月11日(日) 09：00～16：00 第３回冬季市民インドアローンボウルズ大会

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。

◎伊藤和雄 090-4700-3508

12月15日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

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

鈴木登 0438-62-8997

1月19日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

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

袖ﾚｸすべての行事

11月6日(日) 11：00～15：00 根形公民館まつりレクゲーム
11月13日(日) 09：00～12：00 市民会館ふれあい教室のレクリエーション
11月17日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室
11月20日(日) 10：00～14：30 第５回総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連協交流大会レク
11月24日(木) 09：30～13：00 東京都千葉福祉園スポーツレク
11月29日(火) 09:00～12:00 根形女性セミナー「インドアローンボウルズ
12月1日(木) 09：00～13：00 長浦さわやかスクール「軽スポーツ」

1月26日(木) 09：30～13：00 東京都千葉福祉園スポーツレク
１月28日(土) 08：30～12：00 わんぱく教室「房総子どもかるた大会」
1月29日（日） 08：30～12：00 チャレンジ教室「レクリエーション」

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。

長浦公民館
市民会館
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小学生が房総子どもかるた大会を楽しむ。あそびの城。

小学生がレクリエーションを楽しむ。

袖ケ浦市社会教育関係団体 ◎花沢

宗像
栗原

ｽﾀｯﾌ・事業参加可

NPO法人野田レクリエ-ション協会
11月12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

庄司

11月27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3日(土） 12：00～16：00 ｢野田かるた｣競技大会

清水公園総合体育館

事務局：渡邉

百瀬

会場設営、審判、結果集計等

携帯:090-7822-8512

鈴木

FAX：04-7124-6617

神山

12月4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10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

メール：noda-rec@live.jp

庄司

宮崎小学校

伝承行事しめ縄及びリース作り

http://nodarec.jimdo.com/

鈴木

総合福祉会館

季節の素材で楽しむ絵手紙レク

12月23日（水） 09：00～12：00 しめ縄つくり

1月22日(日） 09：00～12：00 第４回「絵手紙」楽習会
八千代市レクリエ-ション協会
11月6日（日）

09：00～

第28回八千代市ウォークラリー大会

11月24日（木）

09：30～

ぐるっと散策☆時平4社巡り

毎月1回開催
未定
やちよ歩こう会月例会
ｎｐｏ法人船橋レクリエーション協会
11月6日（日） 09：00～15：00 船橋市健康まつり
11月19日（土） 09：00～12：00 高根台公民館ハッピーサタデー
11月20日（日） 09：00～14：00 坪井公民館文化祭
12月10日（土） 12：00～15：00 八木が谷児童ホームお楽しみ会

東葉高速村上駅集合
京成大和田駅集合
未

定

船橋市運動公園
高根台公民館
坪井公民館
八木が谷児童ホーム

みち

やちよの魅力再発見の路（約8キロ）
八千代の歴史を学びながら散策

事務局047-483-5255

野澤

047-483-5433

菅野

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

080-5685-2721

岩附

クッブ・竹馬指導

入場者カウント

昔遊び
焼きそば作成販売
クラフト

12月10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指導

12月10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

青少年会館

もちつき・ゲーム

八木が谷児童ホーム

スポーツ雪合戦

1月14日（土） 09：00～14：00 もちつき
1月28日（土） 09：00～12：00 八木が谷児童ホームお楽しみ会
1月28日（土） 09：00～13：00 バレンタインケーキ作り

百瀬

青少年会館

バレンタインケーキ作り指導

11月5日（土） 09：00～15：00 桜井子ども祭

桜井公民館

バルーン・ヨーヨー作って販売

11月6日（日） 09：00～12：00 中央公民館祭

中央公民館

ペタンク・ラダーゲッター体験

11月19日（土） 09：00～15：00 西口子ども祭

木更津駅西口通り

木更津市レクリエ-ション協会

11月20日（日） 09：00～15：00 生涯学習フェスティバル
11月26日（土） 09：00～15：00 商工会議所50周年記念イベント

12月4日（日）

未定

遊・YOU・ハイク

12月25日（日） 09：00～15：00 餅つき お飾り作り

市民体育館
潮浜公園
未定
文京公民館
4

バルーン作って販売
ラダーゲーッター・ペタンク・ユニカール
昔遊び・一緒に作ってみよう
房総地域ハイキング
慰労会の餅つき＆お正月飾り作り

市原市レクリエ-ション協会
11月6日（日） 09：00～13：00 姉崎門前ウオーク

市原市姉崎妙経寺前

秋の野山を10K程楽しく歩く

0436-66-7532

合田

TEＬ 047-445-3314

中野

0476-20-1584
shosport@
city.narita.chiba.jp
（市教育委員会
生涯スポーツ課内）

伊藤
土屋

0475-54-0547

中村

鎌ヶ谷市レクリエ-ション協会
11月6日（日） 10：00～16：00 あそびのプレーパーク（７回目）

鎌ケ谷市市制記念公園 子供たちといろいろな遊びを遊ぼう

成田市レクリエ-ション協会
11月5日（土） 09：00～15：00 第13回市民ペタンク大会
11月7日（月） 09：00～15：00 パークゴルフ初心者研修会
11月20日（日） 09：00～15：00 市民バスハイク
11月20日（日） 09：00～15：00 あそびの学校
11月21日（月） 09：00～15：00 第25回久住パークゴルフ大会

タニコート
十余三パークゴルフ場

ペタンク
パークゴルフ

鎌倉方面（生涯大学校集合） ウオーキング

イオンタウン成田富里店 クラフト
久住パークゴルフ場

パークゴルフ

11月27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4日（日） 09：00～15：00 第2回京成沿線ウォーク

京成線沿い

ウオーキング

未定

ウオーキング

12月14日（水） 09：00～15：00 忘年ウオーク
12月23日（金・祝）

09：00～15：00 お餅つき

12月未定 09：00～15：00 あそびの学校
12月未定 09：00～15：00 久住親子会
1月10日（火） 09：00～15：00 第26回久住新春パークゴルフ大会
1月未定 09：00～15：00 あそびの学校

坂田ヶ池総合公園

お餅つき

未定

クラフト

久住公民館

クラフト

中台運動公園体育館
未定

パークゴルフ
クラフト

東金市レクリエーション協会
11月27日（日） 08：30～15：00 東金産業祭
11月20日（日） 09：00～13：00 クリスマス蔓取り
12月11日（日） 13：00～15：00 クリスマスリース作り

東金市役所駐車場

缶バッチ、クラフト

牛ヶ池

クリスマス蔓取り

東金市中央公民館

クリスマスリース作り

千葉県レク・コーディネーターの会
11月27日（日） 10：00～12：00 研修「音楽とレクリエーション・その接点」

1月22日（日） 09：30～12：30 研修「ゲームのワンダーランド」

スポーツセンター大ホール

音楽の効果・選曲・発声・指導のコツを学ぶ

ジャンケンゲームを極める

tomura320@catchball.org 戸村

＊ 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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