平成29年2月～平成29年4月開催
日 程
時 間
日本フォークダンス連盟千葉県支部

県レク・イベント情報
イベント名

3月5日(日） 13：30～16：30 第15回レクリエーションダンス研修会

千葉県レクリエーション協会発行 2016年度第74号
会 場
イベント内容

勝田台小学校体育館

ダンスの好きな方 どなたでも

事務局043－290－8361
申込先
担当者

電話・ﾌｧｸｽ04-7173-2228

湯山

NPO法人千葉県キャンプ協会
2月12日（日） 10：00～14：00 冬のデイキャンプ

市川市少年自然の家

090-8055-7873

後藤

縄文時代体験

090-8055-7873

後藤

3月26日（日） 10：00～14：00 縄文フェスタ

市川市考古博物館

3/17夜～

長野県戸狩スキー場

雪と戯れる

090-3224-6372

高橋

2月26日（日） 09：00～17：00 第１８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

会員のみ

043-221-6500

松崎

3月4日（土） 09：00～17：00 第３回八千代市ユニバーサルホッケーオープン大会

八千代市市民体育館

会員のみ

043-221-6500

松崎

浦安市運動公園総合体育館 会員のみ

043-221-6500

松崎

3月17日～20日

スキーを楽しもう

千葉県ユニバーサルホッケー協会

3月19日（日） 09：00～17：00 第３回ジャパンカップ
千葉県ペタンク・ブ-ル連盟
1月15日（日） 10：00～16：30 新春親睦ペタンク大会

松山下運動公園

千葉県ペタンク・ブール連盟会員

074-431-7648

戸松

3月12日（日） 08：30～16：30 第29回千葉県オープンペタンク大会

船橋市運動公園

会員及び一般

074-431-7648

戸松

柏市民及び愛好者

0471-91-3129

山沢

ダブルス戦 会員のみ

043-243-9958

吉岡

3月26日（日） 08：30～16：30 平成28年度第2回柏市民大会

大堀川防災レクリェーション公園

千葉県ターゲット・バードゴルフ協会
4月2日（日）予定

09：30～14：00 第4回競技資格者ダブルス戦

伊予が岳TBG場予定

NPO法人千葉県ウオーキング協会
2月11日（祝土） 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

2月18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

ウオーキングの基本

043-255-0141

2月25日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口

事務所

3月4日（土） 07：00～16：00 南房総フラワーマーチ（第1日）

南房総千倉保健ｾﾝﾀｰ

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5日（日） 07：00～16：00 南房総フラワーマーチ（第2日）

南房総千倉保健ｾﾝﾀｰ

35・20・10・5㎞のウオーキング

0470-33-1091

3月11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

3月25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25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

4月1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

4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

043-255-0141

4月22日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

海浜幕張駅南口
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ウオーキングの基本

当日会場申込
事務所

4月8日（土） 07：30～16：00 下総・江戸川ツーデーマーチ（第1日）

市川市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

32・20・11・7㎞のウォーキング

千葉県ウオーキング協会

4月9日（日） 07：30～16：00 下総・江戸川ツーデーマーチ（第2日）

市川市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

33・18：11：6㎞のウォーキング

043-255-0141

成田市中台体育館

競技大会

習志野市香澄公園
佐倉市市民の森

事務所

千葉県ユニカール協会
3月19日（日） 09：00～16：00 第20回千葉県ユニカール大会

0476-22-6926 fax兼

鈴木

ネイチャーゲームとクラフト

047-451-2828

今井

ネイチャーゲームとクラフト

043-486-1936

有賀

21世紀の森と広場

ネイチャーゲーム

047-368-6020

水上

船橋県民の森

ネイチャーゲーム

047-423-0427

鈴木

千葉県ビリヤード協会主催の公式戦

043-293-5199

松山

047-447-1995

正田

千葉県シェアリングネイチャ-協会
2月19日（日） 10：00～12：30 春を探そう＆落ち葉でクラフト
3月4日（土） 10：00～12：00 早春のネイチャーゲーム
3月20日(祝月） 10：00～12：00 ほのぼの春のネイチャーゲーム

3月26日（日） 10：00～12：00 森のネイチャーゲーム
千葉県ビリヤード協会
4月29日(土）予定

09：00～20：00

第5回千葉県知事杯 第15回千葉県ビリヤードチャンピオシップ

大慶園

千葉県キンボールスポーツ連盟
2月11日（祝土） 10：00～15：00 佐倉草ぶえの丘キンボール体験

2月15日（水） 14：30～16：30 船橋市放課後子供教室キンボール
2月16日（木） 14：00～16：30 千葉市放課後子供教室キンボール

草ぶえの丘

公園入場者対象の体験会

船橋市八木が谷北小学校 放課後子供教室の子供とキンボール
千葉市園生小学校

放課後子供教室の子供とキンボール

佐倉グリーンパーク

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

泉公園パークゴルフ場

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

高洲海浜公園パークゴルフ場

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町ＰＧ協会

事務局

NPO法人千葉県パークゴルフ協会連合会
2月22日（水） 09：00～15：00 県連合会第１回佐倉グリーンパーク大会
3月22日（水） 09：00～15：00 県連合会第３回印西泉公園大会
4月30日（日） 08：00～14：00 県連合会第３回高洲海浜公園大会
柏市レクリエ-ション協会
2月11日（土） 09：00～12：00 チャレンジキッズ

柏市立富勢小学校

ニュースポーツ、チャレンジ・ゲーム

2月19日（日） 09：30～11：30 体幹トレーニング・見直そう！自分のカラダの動き 柏市中央体育館 剣道場 楽しくてためになるスポレクアクティビティ
2月20日（月） 19：00～21：00 レクダンス
3月5日（日） 12：30～14：30 元気upセミナー「お笑い健康法＆交流サロン」
3月20日（月） 19：00～21：00 レクダンス

柏市中央体育館 剣道場 楽しくてためになるレクダンス
パレット柏 多目的室Ａ

TEL/FAX04-7133-5079

松戸

軽い運動と茶話会～笑う門には福来る～

柏市中央体育館 剣道場 楽しくてためになるレクダンス

問合先 TEL 04-7133-5079

四街道市レクリエ-ション協会
2月9日（木） 14：00～17：00 あそびの城⑰ 紙トンボ
2月23日（木） 14：00～17：00 あそびの城⑱ わなげ・けん玉
3月2日（木） 13：00～16：00 あそびの城⑲ ゲーム大会

四街道市中央小学校

★☆ つくってあそぶ

住所

四街道市中央小学校

★☆ むかしあそび

E-mail

四街道市中央小学校

★☆ レクスポ－ツ

http://www.rec-yotsukaidou.com
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四街道市栗山1000-78

遠西

rec@cb.wakwak.com

3月9日（木） 14：00～17：00 あそびの城⑳ さらまわし
3月15日（木） 13：00～16：00 はななな会
4月(未定）

早春の集い

四街道市中央小学校

★☆ つくってあそぶ

池花自治会館

☆ 地域サロン(未定）

未定

未定

Tel/fax 043-422-8185
携帯：090-2750-0969

★ｽﾀｯﾌ参加募集

遠西

☆事業参加募集
茂原市レクリエ-ション協会
2月26日(日） 09：30～12：30 介護予防福祉レク教室

総合市民センター

認知症や転倒予防のため

0475-72-2974

原田

3月5日(日） 13：30～16：00 レク・ダンス （第1回）

総合市民センター

音楽に合わせてリズムカルに踊ろう。

090-7823-7386

唐鎌

4月9日（日） 09：30～12：30 介護予防福祉レク教室

総合市民センター

頭と体を動かすゴクニサイズ

0475-72-2974

原田

総合市民センター

トッピングで楽しいクレープ作りに挑戦

0475-23-0163

湊

4月16日(日） 09：30～12：30 クレープ作り教室
袖ヶ浦市レクリエ-ション協会

袖ケ浦市社会教育関係団◎花沢

2月11日(土) 08：30～13：00 あおぞらクラブ「料理教室」

長浦公民館

小学生とお菓子(未定)を作ります。参加費３００円。あそびの城。

2月16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

0438-62-3139

2月19日(日) 09：:00～15：00 NAGAX体験ｲﾍﾞﾝﾄ「ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂと昔遊び」

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。

連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

宗像

2月23日(木) 09：00～12：00 うぐいす教室「レクリエーション」

平川公民館

高齢者がレクリエーションを楽しむ。

袖ケ浦市レクリエーション協会

栗原

2月25日(土) 09：00～13：00 蔵波地区社会福祉「なごやか交流会レク」
2月26日(日) 08：30～12：00 あおぞらクラブ「マカロニリース作り」
3月4日(土) 08：30～12：00 あおぞらクラブ「ニュースポーツ教室」
3月16日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室
4月2日(日) 09：30～15：00 東京都千葉福祉園さくら鑑賞会レク
4月23日(日) 09：00～15：00 袖ケ浦市チャレンジ・ザ・ゲーム講習会

蔵波自治会館

子どもと高齢者の交流。房総子どもかるた大会

fax 0438-62-4950

長浦公民館

小学生がマカロニリース作りを楽しむ。無料。あそびの城。

詳細内容の問合先

長浦公民館

小学生がｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ(ﾎﾞｯｸｽﾎｯｹｰ､ｶｯﾌﾟｽﾀｯｸｽ､ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ等)を楽しむ。無料。あそびの城。

◎伊藤和雄090-4700-3508

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

東京都千葉福祉園(袖ケ浦市）

知的障がい者の施設での「さくら鑑賞会」でレクゲームを楽しみます。無料。

すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能

長浦公民館

日レクのチャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員講習会です。参加費１５００円(登録費と保険、資料代）。

NPO法人野田レクリエ-ション協会
2月12日(日） 09：00～15：30 第1回市民活動元気アップふぇすた

総合福祉会館＆中央公民館 「野田かるた」の体験

事務局：渡邉

渡邉

2月19日(日） 10：00～13：00 第２回「福祉レクリエーション」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

FAX:04-7124-6617

渡邉

2月19日(日） 09：00～12：00 健康スポーツクラブ（第５回）

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

携帯:090-7822-8512

神山

2月26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

設営・記録係等運営スタッフ体験

E-mail：noda-rec@live.jp

鈴木

総合福祉会館

季節の素材で楽しむ絵手紙レク

3月5日(日） 09：00～12：00 第５回「絵手紙」楽習会

百瀬

NPO法人船橋レクリエ-ション協会
2月1日（水） 13：30～16：30 三咲児童ホームお楽しみ会
2月19日（日） 09：00～14：00 葛飾公民館子どもまつり

三咲児童ホーム
葛飾公民館
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スポーツ雪合戦
模擬店

047-338-2855

守安

2月25日（日） 08：00～11：30 ふなばし朝市
3月5日（日） 10：00～15：00 高根公民館子どもまつり
3月11日（土） 13：30～16：30 三咲児童ホームお楽しみ会

船橋大神宮
金杉台児童ホーム

レクゲーム・クラフト
クラフト
047-338-2855

守安

ワンプレートで春のお祝いを楽しもう

ヤチレク事務局047-483-5255

野澤

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

0436-66-7532

合田

080-5685-2721

岩附

三咲児童ホーム

スポーツチャンバラ

3月12日（日） 09：00～12：00 オリエンテーリング大会

船橋運動公園

オリエンテーリング

3月19日（日） 09：00～12：00 塚田公民館子どもまつり

塚田公民館

レクゲーム・クラフト

八千代市レクリエ-ション協会
2月5日（日） 10：00～12：00 ワイワイクッキング
毎月1回開催

未定

やちよ歩こう会月例会

男女共同参画センター
未定

市原市レクリエ-ション協会
4月9日（日） 9：00～15：00 養老川リバーサイドウォーク

五井駅出発～牛久駅

早春の養老川沿いにウォーキング

木更津市レクリエ-ション協会
2月18日(土) 9：30～12：00 遊びの日

市立中央公民館

遊びのレク指導（ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ・日ﾚｸﾎﾞｰﾙ他）

2月23日(木) 10：30～11：30 福祉レク支援

みづき会あいらいの郷

障害者とのレク交流

3月23日(木) 10：30～11：30 福祉レク支援

みづき会あいらいの郷

障害者とのレク交流

成田市レクリエ-ション協会
2月16日・23日（木）

13：00～15：00 フォークダンス初心者講習会

2月18日（土） 13：00～15：00 あそびの学校
2月25日（土） 09：00～15：00 市民ユニカール大会
3月5日（日） 09：00～15：00 下総七福神めぐり
3月13日（月） 09：00～15：00 市民パークゴルフ大会
3月15日・22日（水）

13：00～15：00 バウンドテニス体験教室

3月19日（日） 09：00～15：00 県ユニカール大会
3月未定

09：00～15：00 チャレンジザゲーム

4月3日（月） 09：00～15：00 お花見ウォーク
4月17日（月） 09：00～12：00 チャリティフォークダンス祭
4月23日（日） 09：00～15：00 手賀沼周辺ウォーク

中央公民館講堂

フォークダンス 一般可（参加者のみ募集）

イオンタウン成田富里店 クラフト 一般可（参加者・スタッフ募集）
中台体育館

ユニカール 一般可（参加者・スタッフ募集）

成田市役所下総支所

ウォーキング 一般可（参加者のみ募集）

久住パークゴルフ場

パークゴルフ 一般可（参加者・スタッフ募集）

0476-20-1584

中台体育館

バウンドテニス 一般可（参加者のみ募集） （事務局 市教育委員会

伊藤

中台体育館

ユニカール 一般可（スタッフのみ募集）

土屋

未定

チャレンジザゲーム 一般可（参加者・スタッフ募集）

千葉県立青葉の森

ウォーキング 一般可（参加者のみ募集）

成田市保健福祉館

フォークダンス 一般可（参加者のみ募集）

我孫子市

ウォーキング 一般可（参加者のみ募集）

東金中央公民館

ｽﾄﾚｯﾁ・3B・ﾁｰｸﾚｸｴｸｻ・ﾚｸﾀﾞﾝｽ fax0475-86-7175

生涯ｽﾎﾟｰﾂ課内）

東金市レクリエーション協会
2月26日(日) 10：00～12：00 介護予防 体と脳は一緒に動く

℡0475-54-0547

＊ 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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中村

