平成29年5月～平成29年7月開催
日 程
時 間
千葉県インディアカ協会

県レク・イベント情報
イベント名

5月14日（日） 9:00～17：00 内房ブロック交流大会

千葉県レクリエーション協会発行

会 場

2017年度第75号

イベント内容

事務局043－290－8361
申込先

担当者

君津市民体育館

会員のみ

かずさインディアカ協会 二本柳

6月4日（日） 9:00～17：00 C級審判員認定講習会

袖ヶ浦市平川公民館

会員のみ

かずさインディアカ協会 二本柳

6月4日（日） 9:00～17：00 B・C級審判員研修会

袖ヶ浦市平川公民館

会員のみ

かずさインディアカ協会 二本柳

7月2日（日） 9:00～17：00 千葉県インディアカクラブカップ大会

八千代市民体育館

会員のみ

千葉県インディアカ協会

中居

7月23日（日） 9:00～17：00 千葉県インディアカクラブカップ大会

八千代市民体育館

会員のみ

千葉県インディアカ協会

中居

千葉県ペタンク・ブ-ル連盟
5月7日（日） 08：30～4：30 大網白里市ペタンク大会
5月21日（日） 08：30～4：30 第29回フレッシュ柏ペタンク大会
5月28日（日） 08：30～4：30 第１６回成田あじさいペタンク大会
6月18日（日） 08：30～4：30 船橋市春季市民ペタンク大会
6月25日（日） 08：30～4：30 印西市春季オープン大会

季美の森多目的広場

会員及び愛好者

047-431-7648

戸松

大堀川防災レクリェーション公園

会員及び愛好者

0471-91-3129

山沢

大谷津運動公園

会員及び愛好者

047-626-5415

並木

船橋市市民

047-431-7648

戸松

会員及び愛好者

047-431-7648

戸松

043-243-9958

吉岡

当日会場申込み
問合せ
043-255-0141

事務所

夏見台まちかどスポーツ広場

松山下運動公園

千葉県ターゲット・バードゴルフ協会
5月6日（土） 09：00～15：00 第19回佐倉市TBG交流大会
5月27日（土） 09：00～15：00 第20回袖ケ浦市TBG交流大会
7月9日（土）又は7/15か16日

09：00～15：00 創立25周年記念大会

佐倉市 篠塚コース
袖ケ浦市営陸上競技場
啓明ふれあい広場

会員のみ
会員・一般可（お問合せ下さい）
会員・一般可（お問合せ下さい）

NPO法人千葉県ウオーキング協会
6月3日（土） 09：45～15：00 両総用水の路ウオーク
6月17日（土） 09：00～16：30 九十九里はだしで歩こう

両総土地改良区佐原出張所 15㎞のウオーキング

JR大網駅前遊歩道

14㎞・30㎞のウオーキング

5月13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

5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

5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

6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

6月10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

6月10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

7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
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7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

7月22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

043-255-0141

事務所

043-486-1936

有賀

fax047-423-0472

鈴木

指導員のみ

047-451-2828

今井

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

047-712-6819

川上・井上

全国大会の千葉県予選

043-293-5199

松山

加盟各市町PG協会

事務局

千葉県シェアリングネイチャ-協会
5月20日（土） 10：00～12：00 初夏のネイチャーゲーム
6月10日（土） 10：00～16：00 ふなばし環境フェア
7月2日（日） 10：00～16：00 フォロ－アップセミナー

佐倉市市民の森
船橋市中央公民館5階
青葉の森

ネイチャーゲーム・クラフト
ネイチャーゲームとネイチャークラフト

浦安市軽スポーツ協会
6月17日(土) 10：00～15：00 みんなのスポーツの集い2017

浦安市運動公園他

千葉県ビリヤード協会
7月23日(日)

未定

第16回全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会 千葉県予選

未定

NPO法人千葉県パークゴルフ協会連合会
5月6日（土） 09：00～12：00 H29年度指導員研修会第１回目

酒々井町コミニティプラザ 指導員取得者講習

5月7日（日） 09：00～12：00 H29年度指導員研修会第２回目

習志野市サンロード大会議室 指導員取得者講習

5月13（土）～14（日）

05：00～翌22：00 第21回全国交流大会「さくらカップ」

宮城県大崎市

会員限定・男女別個人戦

5月20日（土） 08：00～15：00 第33回千葉県連合会大会

フレンドPG習志野

会員限定・男女別個人戦

5月28日（日） 05：00～18：00 第10回関東選手権大会

栃木県宇都宮市

会員限定・男女別個人戦

6月4（日）～5（月） 05：00～翌20：00
6月10（土）～11（日）

連合会役員・指導員研修親睦旅行

05：00～翌22：00 全国大会「りんどうカップ2017」

群馬県伊香保・吉岡PG場 県理事・執行役員・指導員・協会役員
岩手県洋野町

会員限定・男女別個人戦

6月10日（土） 09：00～15：00 千葉県南部地区初心者講習会

旭市・あさひPG場

一般・会員

6月11日（日） 09：00～12：00 アドバイザー既取得者講習会１回目

旭市・あさひPG場

アドバイザー取得者

6月17日（土） 09：00～15：00 千葉県北・中部地区初心者講習会

しすいの森PG場

一般・会員

6月18日（日） 08：00～15：00 県連合会第７回白井遊楽大会
6月18日（日） 08：00～15：00 北海道知事杯第31回PG国際大会
6月25日（日） 09：00～12：00 アドバイザー既取得者講習会２回目
7月1日（土） 09：00～12：00 アドバイザー既取得者講習会最終回

遊楽PG場（白井市）

会員限定・男女別個人戦

北海道幕別町

会員限定・男女別個人戦

習志野市

アドバイザー取得者

酒々井町コミニティプラザ アドバイザー取得者
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7月2日（日） 08：00～15：00 千葉県連合会第１７回選抜大会

滝見苑勝浦PG場

会員限定・男女別個人戦

7月9日（日） 09：00～15：00 H２９年度アドバイザー新規取得講習会

酒々井町・しすいの森PG場 6/4推薦委員会で推薦された方

7月15日（日） 9：00～15：00 H２９年度アドバイザー新規取得講習会

酒々井町・しすいの森PG場 6/4推薦委員会で推薦された方

7月18日（火） 08：00～15：00 県連合会第６回成田久住大会
7月23日（日） 08：00～15：00 北海道新聞社杯第31回北海道ｵｰﾌﾟﾝ
7月29（土）～30（日）

05：00～翌22：00 第４回全国パークゴルフ十和田大会

成田市久住PG場

会員限定・男女別個人戦

北海道幕別町

会員限定・男女別個人戦

青森県十和田市

会員限定・男女別個人戦

加盟各市町PG協会

事務局

TEL/ FAX 04-7159-3546

松本

TEL/ FAX
04-7133-5079

松戸

TEL 090-1506-8789

松戸

柏市レクリエ-ション協会
4月17日（月） 19：00～21：00 レクダンス
5月 6日（土） 10：00～15:：00 柏の葉公園フェスタ
5月14日（日） 10：00～15：00

市民活動フェスタ

5月21日（日） 09：00～12：:00 第5回柏の歴史・自然を知るウオーキング
6月11日（日） 09：00～12：:00

柏レクセミナー「チャレンジザゲーム講習会」

柏市中央体育館剣道場

一般・会員 基本毎月第３月曜 （３月20日は中止）

柏の葉公園

ニュースポーツ、チャレンジキッズ、クラフト

柏駅東口イトーヨーカ堂前 ニュースポーツ、チャレンジキッズ、クラフト
9:00手賀の丘公園集合

「あそびの日」 手賀沼・手賀周辺。ガイド付き。

柏市中央体育館剣道場

チャレンジザゲーム講習会

6月25日（日） 12：00～15：00 元気UPセミナー「絵便り」体験

パレット柏 会議室C

7月23日（日） 12：00～15：00 元気UPセミナー「健康up体操」

パレット柏 多目的室Ａ

未定

未定

あそびの城

永楽台児童センター

つまようじと墨汁で絵便りを書き、色を付けます。

ますます元気になる体操です！
楽しく遊びます。

四街道市レクリエ-ション協会
5月４日(木祝)
9：00～16：00

あそびの日

こいのぼりまつり

千代田調整池

レクスポ-ツ・クラフト

～5日(金祝)

5月11日(木) 14：00～17：00 あそびの城① ★☆

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

※ 詳しくはお問合せ下さい

5月25日(木) 14：00～17：00 あそびの城② ★☆

四街道市中央小学校

体育館 紙トンボ・けん玉

四街道市レクリエーション協会

6月8日(木) 14：00～17：00 あそびの城③ ★☆

四街道市中央小学校

校庭ﾋﾞｯｸｼｬﾎﾞﾝ玉

事務局

（未定）

住所 四街道市栗山1000-78

6月14日(水) 13：00～16：00 はなはな会

☆

池花自治会

6月22日(木) 14：00～17：00 あそびの城④ ★☆

四街道市中央小学校

体育館糸車、ﾄﾞｯﾁﾋﾞ-

7月 6日(木) 14：00～17：00 あそびの城⑤ ★☆

四街道市中央小学校

体育館輪まわし、玉いれ

7月13日(木) 14：00～17：00 あそびの城⑥ ★☆

四街道市中央小学校

校庭 スカイクロス

遠西 勝（とおにし）

Tel/fax 043-422-8185
携 帯 090-2750-0969
E-mail rec@cb.wakwak.com

7月20日(木)

未定

工作教室

★☆

四街道市文化センタ－

クラフト

http://www.rec-yotsukaidou.com

7月28日(金)

未定

工作教室

★☆

千代田公民館

クラフト

☆ 事業参加募集

7月29日(土)

未定

工作教室

★☆

旭公民館

クラフト

★スタッフ参加募集

未定

ナイトハイク

★☆

旭公民館集合

7月29日(土)
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セミ・ほたる観察

茂原市レクリエ-ション協会
5月14日（日） 09：00～12；30 春のネイチャーゲーム

茂原公園

ネイチャーゲーム

0475-27-0506

澤田

私の街を家族、仲間、グループで一定のコースを歩こう

0475-34-3352

斎藤

しつかり踏んでおいしいうどんを作ろう！

0475-23-0163

湊

6月4日（日） 07：30～15：00 千葉県ウオークラリー大会茂原会場

茂原市東郷小学校

7月9日（日） 09：00～12：30 うどん作り教室

総合市民センター

7月16日（日） 09：00～20：00 七夕デイキャンプ

茂原市内東郷

キャンプ

0475-24-8482

江澤

7月28日（金）～29日（土）

茂原市商店街

茂原市の七夕飾りつけ

0475-34-3352

斎藤

10：00～12：00 七夕まつり（ワイワイプロジェクト）

袖ヶ浦市レクリエ-ション協会
楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。一般可。参加費 ５００円

5月18日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

長浦公民館多目的ホール

5月24日(水) 09：00～12：00

長浦公民館多目的ホール 健康体操とﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ＆手のひら健康バレー

長浦健康生き生き塾「ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ＆手のひら健康バレー」

5月25日(木) 09：30～12：00 東京都千葉福祉園スポーツ・レクリエーション 袖ケ浦市代宿東京都千葉福祉園 知的障がい者施設の体育館で知的障がい者施設でのスポーツ・レクリエーション支援
5月27日(土) 09：00～12：30 わんぱく教室「ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ＆潮干狩り」
6月1日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

長浦公民館＆牛込海岸
長浦公民館多目的ホール

永浦地区小学４年～６年生対象のｱｲｽﾌﾞﾚｲｸ＆潮干狩り(参加費１，５００円）。雨時レクゲーム

楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。一般可。参加費 ５００円 袖ケ浦市社会教育関係団体

6月3日(土) 09：30～12：00 スポーツ教室「ゴールボウル・ボッチャー」 臨海スポーツセンターアリーナ パラリンピック種目のゴールボウル・ボッチャー体験
6月11日(日) 09：30～15：00 市民春季インドア・ローンボウルズ講習会＆大会
6月15日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

根形公民館
長浦公民館多目的ホール

知的でスリリングな簡単スポーツの市民参加の講習会＆大会。 参加費 ５００円。

7月6日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室
7月17日(月祝) 13：00～21：00 長浦公民館「青空の会親子ディキャンプ」

7月20日(木) 09：00～12：00

長浦健康生き生き塾「クッブ(雨時､ﾎﾞｯﾁｬ&日ﾚｸﾎﾞｰﾙ」

宗像

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

栗原

fax 0438-62-4950

市民会館

５歳以下の親子のおまつり。工作・おりがみ・レクゲームを楽しみます。

詳細内容の問合先

長浦公民館多目的ホール

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

長浦公民館

親子＆仲間で楽しいディキャンプ。防災訓練等も計画しています。

鈴木登0438-62-8997

長浦公民館多目的ホール クッブ(雨時､ﾎﾞｯﾁｬ&日ﾚｸﾎﾞｰﾙを体験）
長浦公民館多目的ホール

楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。一般可。参加費 ５００円

7月22日(土) 12：00～21：00 根形公民館「根っこの会親子ディキャンプ」

根形公民館

親子＆仲間で楽しいディキャンプの飯盒炊爨・ﾌｧｲﾔｰｾﾚﾓﾆｰを担当。

7月24日(月) 08：30～12：00 長浦社福協なごやか交流会「ニュースポーツ大会」

長浦小学校体育館

長浦小学校周辺の子どもと大人がニュースポーツで交流

7月20日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

0438-62-3139
連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

6月18日(日) 09：30～12：00 県レク創作体操「チーレク・エクサ普及員講習会」 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ宿泊研修所 県レク創作体操「チーレク・エクサ普及員講習会」
6月25日(日) 09：30～15：00 子どもるーぷまつり

7月26日(水) 09：00～12：00 ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室「ペットボトルロケットを飛ばそう」 市民会館中ホール・運動場 ペットボトルロケットを作り飛ばそう
7月27日(木) 09：30～12：00 東京都千葉福祉園スポーツ・レクリエーション 袖ケ浦市代宿東京都千葉福祉園 知的障がい者施設の体育館で知的障がい者施設でのスポーツ・レクリエーション支援
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◎花沢

すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能

八千代市レクリエ-ション協会
5月30日（火） 09：00～12：00 ぐるっと散策☆花巡り

村上駅集合

咲き誇る春の花を探しに行きましょう

047-483-5433

菅野

7月30日（日） 10：00～12：00 福祉レクダンス講習会

福祉センター

耳馴染みの曲で楽しくおどりましょう

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

毎月1回開催

未

定

やちよ歩こう会月例会

未

定

NPO法人野田レクリエ-ション協会
5月5日（祝･金） 10：00～15：00 さつきレクリエーションまつり

野田市綜合公園体育館

鯉のぼり掲揚、各種プログラム体験

渡邉
事務局：渡辺

5月13日（土） 09：00～12：00 自遊体験農業(毎月第２土曜日）

吉春自遊体験農場

畑の手入れ、さつま芋苗植え

6月10日（土） 09：00～12：00 自遊体験農業

吉春自遊体験農場

畑の手入れ

携帯:090-7822-8512

庄司

会場設営、ゲーム及び運営体験

FAX:04-7124-6617

関根

会場設営、成績集計、運営支援体験

E-mail：noda-rec@live.jp

鈴木

畑の手入れ

httpｓ://nodarec.jimdo.com/ 庄司

6月11日（日） 09：00～12：00 健康ｽﾎﾟｰﾂクラブ（第１回）
7月2日（日） 08：00～17：00 野田市ソフトバレーボール大会
7月8日（土） 09：00～12：00 自遊体験農業
7月23日（日） 09：00～12：00 第１回「絵手紙」楽習会

野田市総合福祉会館
関宿総合体育館
吉春自遊体験農場
野田市総合福祉会館

庄司

会場設営、アイスブレーキング実習、運営体験

百瀬

NPO法人船橋レクリエ-ション協会
5月13日（土） 10：00～16：00 きらきら秋のゆめ広場
5月20日（土） 09：00～12：00 西部公民館ハッピーサタデー
5月27日（土） 08：00～12：00 東葉健康ウォーキング
6月4日（日） 09：00～14：00 ふなばしウォークラリー大会

船橋市本町通り商店街
船橋市西部公民館

クラフト・レクゲームの提供
スポーツ雪合戦

飯山満駅～坪井近隣公園 街歩きイベントのスタッフ

滝不動駅～丸山公民館 ウォークラリー大会スタッフ・参加者

6月17日（土） 09：00～14：00 中央公民館子どもまつり

船橋市中央公民館

レクゲーム・クラフト・やきそばスタッフ

7月15日（土） 09：00～12：00 海神公民館ハッピーサタデー

船橋市海神公民館

レクゲームスタッフ

7月29日（土） 09：00～14：00 青少年会館デイキャンプ

青少年会館

047-338-2855

守安

デイキャンプスタッフ

市原市レクリエ-ション協会
6月3日（土） 13：00～15：00 平成29年度市原レクセミ

市原青少年会館

ゲームやクラフトを体験し技術アップ

0436-21-9023

清水

7月30日（日） 10：00～14：00 第20回市原ディキャンプ

市原農業センター

レクやバーベキューを楽しむ

0436-61-5007

岩撫

080-5685-2721

岩附

木更津市レクリエ-ション協会
5月5日（金） 09：00～12：00 夢ふうせん
6月11日（日） 13：00～15：00 遊・Ｙｏｕ・ダンス
7月22日（土）～23日（日）

11：00～翌15：00 遊・Ｙｏｕ・キャンプ

7月29日（土） 16：00～18：00 夕涼み会

高山台公園

チャレンジランキング

中央公民館

フォークダンス・レクダンス

木更津市立少年自然の家 ファミリーキャンプ
高山台公園
5

ペンシルバルーン

成田市レクリエ-ション協会
5月5日（金・祝） 09：00～15：00 公津みらいまつり
5月12日・19日・26日 6月2日（金）

18：30～21：00 春季ユニカール教室

5月21日（日） 09：00～15：00 レク講習会
5月22日・29日（月）

09：00～12：00 バウンドテニス体験教室

5月27日（土） 09：00～15：00 ビール工場見学ウオーク
6月7日（水） 18：00～21：00 ホタル観賞ウオーク
6月10日（土） 09：00～15：00 第15回成田ウォークラリー大会
6月12日（月） 09：00～15：00 フォークダンス初心者講習会
6月18日（日） 09：00～15：00 アヤメ観賞ウオーク
7月14日・21日（金）

19：00～21：00 バウンドテニス体験教室

7月16日（日） 09：00～15：00 東京文学散歩
7月22日（土） 09：00～12：00 ニュースポーツフェスタIN成田

公津の杜公園
中台運動公園体育館
未定（成田市内）
中台運動公園体育館

クラフト体験・参加者募集
ユニカール教室・参加者募集
クラフト体験・参加者募集
バウンドテニス・参加者募集

守谷

ウォーキング・参加者募集

未定（成田市内）

ウォーキング・参加者募集

未定（成田市内）

ウォークラリー・参加者及びスタッフ募集

赤坂ふれあいセンター

フォークダンス・参加者募集

潮来

ウォーキング・参加者募集

中台運動公園体育館
田端
中台運動公園体育館

成田市レクリエーション
協会事務局
（市シティプロモーション
部
スポーツ振興課）
0476-20-1584

バウンドテニス・参加者募集
ウォーキング・参加者募集
ニュースポーツ各種・参加者及びスタッフ募集

＊ 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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伊藤

