平成29年8月～平成29年10月開催

県レク・イベント情報

日 程
時 間
日本フォークダンス連盟千葉県支部

イベント名

千葉県レクリエーション協会発行

会 場

2017年度第76号

イベント内容

事務局043－290－8361
申込先

担当者

8月27日(日） 13：30～16：30 第2回心がおどるレクダンス講習会

八千代市総合生涯学習プラザ

ダンス愛好者・どなたでも

０４－７１７３－２２２８

湯山

10月22日(日） 9：30～15：00 県レク大会キラキラフェスタレクダンス講習会

県スポーツセンター第２体育館

ダンス愛好者・どなたでも

０４－７１７３－２２２８

湯山

NPO法人千葉県キャンプ協会
8月19日（土） 10：00～15：00 夏休み子供教室
9月24日（日） 10：00～14：00 ちばシティサバイバルキャンプ
9月16日（土） 10：00～14：00 野外料理研究会
10月28（土）～29日（日）

10：00～翌13：00 収穫祭 秋の１泊キャンプ

稲毛区山王公民館
千葉大学運動場周辺

災害疑似体験（指導者募集）
防災キャンプ

船橋市大神保キャンプ場 野外で行う調理技術
誉田キャンプ場

090－3224－6372

高橋

043－290－2620（Ｆ）

下永田

090－8110－0708

宮崎

090－3224－6372

高橋

04-7106-0039

中居

会員のみ

043-221-6500

松崎

秋味の収穫を楽しむ

千葉県インディアカ協会
9月3日（日） 09：00～17：00 千葉県インディアカクラブ選手権

船橋市運動公園体育館 関東大会への推薦クラブを決める大会

千葉県ユニバーサルホッケー協会
9月23日（土） 09：00～17：00 第32回八千代市オープン大会

八千代市市民体育館

千葉県ペタンク・ブ-ル連盟
8月27日（日） 08：30～16：30 第20回JPBF関東B大会

関東地区会員及び愛好者

047-431-7648

戸松

タニペタンクコート成田

会員及び愛好者

047-626-5415

並木

9月24日（日） 08：30～16：30 第23回千葉市さわやかペタンク大会

幸町第一中学校

会員及び愛好者

043-258-0418

鈴木

9月30日（日） 08：30～16：30 第12回千葉県ベテランペタンク大会

松山下運動公園

60才以上の会員及び愛好者

047-431-7648

戸松

会員及び愛好者

047-439-3144

藤本

会員・一般可

043-243-9958

吉岡

当日会場申込
問合せ
043-255-0141

事務所

9月10日（日） 08：30～16：30 第17回タニカップペタンク大会

10月29日（日） 08：30～16：30 第2回鎌ヶ谷市秋季オープン大会

大谷津運動公園

五本松小学校

千葉県ターゲット・バードゴルフ協会
10月21日（土） 09：00～14：00 第63回千葉県レクTBG愛好者大会

啓明ふれあい広場

NPO法人千葉県ウオーキング協会
8月 5日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

天沼弁天池公園

8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

8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

9月 9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

9月30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

9月30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

10月14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

10月21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21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

天沼弁天池公園

津田沼一丁目公園まで１１ｋｍのウオーキング

9月 2日（土） 09：00～14：30 くつの日記念ウオーク
9月24日（日）

未来都市MAKUHARIウオーク

ウオーキングの基本

委細未定
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当日会場申込
問合せ
043-255-0141

事務局

千葉県シェアリングネイチャ-協会
8月19日（土） 16：00～18：00 夕暮れ時を楽しむネイチャーゲーム
8月26日（土）～27日（日）

10月9日（月・祝）

2：00～翌11：00 ネイチャーキャンプ
終日

松戸市２１世紀の森

ネイチャーゲーム体験 （一般可）

047-368-6020

水上

043-486-1936

有賀

043-486-1936

有賀

電話：090-6019-2000

鈴木

℡047-712-6819
fax047-351-5494

川上

047-447-1995

正田

047-447-1995

正田

047-443-6624

小川

一般可・会員 レクダンス

T/F 04-7159-3546

松本

教員・誰でも

T/F 04-7133-5079

松戸

T/F 04-7159-3546

松本

T/F 04-7133-5079

松戸

佐倉草ぶえの丘第1キャンプ場 ネイチャーゲーム・クラフト

エコメッセちば （ネイチャーゲーム体験ブース）

幕張メッセ

ネイチャーゲーム体験・クラフト（一般参加）

千葉県パドルテニス協会
9月3日（日） 09：00～17：00 第18回千葉県パドルテニスオープン大会

野田市関宿総合体育館 各県協会加盟の会員による大会

浦安市軽スポーツ協会
10月8日（日） 10：00～16：00 浦安スポーツフェア2017

浦安市運動公園他

屋内外に、オリンピック・パラリンピック種目を含めた
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。

千葉県キンボールスポーツ連盟
10月8日（日） 10：00～15：00 ふなばしスポーツの祭典
10月30日（月）～11月6日（月）

船橋市運動公園

10：00～15：00 第9回キンボールワールドカップ

キンボールスポーツを体験し楽しもう

都足立区立Ｓ・センター 世界１３国前後が毎年開催、今回日本で開催

千葉県スポーツ吹矢協会
9月8日（金） 09：00～16：30 第14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21日（月）

19：00～

レクダンス

（事前に要確認）

8月26日（土） 10：00～15：00 学校レク夏季セミナー

中央体育館剣道場
県民プラザ

9月18日（月）

19：00～

レクダンス

（事前に要確認）

中央体育館剣道場

一般可・会員 レクダンス

10月16日（月）

19：00～

レクダンス

（事前に要確認）

中央体育館剣道場

一般可・会員 レクダンス

10月28日（土） 10：00～15：00 学校レクセミナー

未定

教員・誰でも

四街道市レクリエ-ション協会
8月 9日(水) 9：00～12：00

工作教室

8月19日(土) 9：00～12：00

四街道市ふるさとまつり

9月 7日(木) 14：00～17：00 あそびの城⑦
9月20日(水) 13：00～15：00 はなはな会
9月28日(木) 14：00～17：00 あそびの城⑧
9月29日(金)～

※ 詳しくはお問合せ下さい

鹿放ヶ丘ふれあいセンタ－

☆★
☆★
☆
☆★

四街道市中央公園

四街道市ふるさとまつりに踊り連として参加

四街道市中央小学校体育館 ラダ－ゲッタ－・わなげ

事務局

遠西 勝（とおにし）

住所 四街道市栗山1000-78

池花自治会館
四街道市中央小学校体育館 割りばし鉄砲

Tel/fax 043-422-8185
携 帯 090-2750-0969

3日間とも

9月30日(土)～ 9：00～12：00
～ 10月1日（日） 13：00～16：00

四街道市レクリエーション協会

千代田公民館まつり

☆★

四街道市千代田公民館 クラフト

E-mail rec@cb.wakwak.com
http://www.rec-yotsukaidou.com

10月12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

10月26日(木) 14：00～17：00 あそびの城⑩

☆★

四街道市中央小学校校庭 ﾋﾞｯｸｼｬﾎﾞﾝ玉

☆ 事業参加募集
★スタッフ参加募集

茂原市レクリエ-ション協会
8月26日（土） 13：30～15：30 レクダンスの会

茂原市民センター

音楽に合わせて楽しく踊ろう

090-7823-7386

唐鎌

楽しみながら誰でもできるスポーツレク

0475-72-2974

原田

9月10日(日）
9月24日(日） 13：00～15：00 健康スポレク広場(元気クラブ）

茂原市市民室

10月8日(日）
2

10月未定
10月14日(日）
10月29日(日）

13：30～15：30 レクダンスの会
13：00～15：00 健康スポレク広場(元気クラブ）

茂原市民センター
茂原市市民室

音楽に合わせて楽しく踊ろう

090-7823-7386

唐鎌

楽しみながら誰でもできるスポーツレク

0475-72-2974

原田

袖ヶ浦市レクリエ-ション協会
8月 3日(木)13：00～16：00 レクダンス教室
8月 4日(金)09：00～12：00 あおぞらクラブ「簡単紙粘土工作」
8月17日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室
8月19日(土） 12：00～21：00 平川公民館「中富ふれあいの会親子ディキャンプ」
8月21日(月） 08：30～15：00

昭和地区社会福祉協議会「わくわくサマーキャンプ」

8月26日(土) 09：00～12：00 あおぞらクラブ「料理教室」

9月 7日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室
9月18日（月）～20日（水）

12：00～21：00 ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室「通学合宿」

9月21日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室
9月24日（日）～26日（火）

12：00～21：00 長浦公民館＆青空の会「通学合宿」

長浦公民館多目的ホール
長浦公民館研修室

楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。一般可。参加費 ５００円

紙粘土で楽しもう 参加費 ３００円

袖ケ浦市社会教育関係団体

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

0438-62-3139

富岡分館

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。

連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

木更津ゴルフクラブ

ゴルフ場で親子＆仲間で楽しいサマーキャンプ。ウォータースライダー等

袖ケ浦市レクリエーション協会

宗像

長浦公民館調理室

小学生の料理教室。内容未定。参加費３００円

fax 0438-62-4950

栗原

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

詳細内容の問合先

市民会館・運動場

奈良輪小・昭和小の子ども達３０名の市民会館での交流共同生活支援

◎伊藤和雄090-4700-3508

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

鈴木登0438-62-8997

長浦公民館

長浦小・蔵波小の子ども達４０名の市民会館での交流共同生活支援

9月28日(木) 09：30～12：30 東京都千葉福祉園スポレク

袖ケ浦市東京都千葉福祉園体育館

10月 1日(日) 09：30～15：00 東京都千葉福祉園秋まつりゲーム

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ゲーム（射的、輪投げ等）

知的障がい者施設での軽ｽﾎﾟｰﾂﾚｸ支援

10月 5日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

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

10月9日(月祝） 08：30～15：00 NAGAXふれあいスポーツフェスタのレクゲーム

長浦公民館多目的ホール

総合型スポーツクラブNAGAXのレクゲーム（昔遊び＆ニューゲーム）

10月19日(木) 13：00～16：00 レクダンス教室

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

◎花沢

すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能

八千代市レクリエーション協会
9月26日（火） 09：00～12：00 ぐるっと散策☆やちよ

八千代台

10月31日（火） 09：00～12：00 ぐるっと散策☆やちよ

勝田台

村上の秋の気配を探しに行きましょう

毎月1回開催

未

ウォーキングで健康維持と笑顔一杯

未

定

やちよ歩こう会月例会

定

子どもの森～市民の森巡り

047-483-5433

菅野

歩こう会事務局047-483-3120

小林

NPO法人野田レクリエーション協会
会場設営、集計、運営体験

鈴木

8月12日(土） 09：00～12：00 自遊体験農業

8月 6日(日）09：00～16：00 近隣ソフトバレーボール大会

吉春体験農場

畑の手入れ、さつま芋つる返し

庄司

8月19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

8月20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

8月26日(土） 10：00～14：00 遊びの広場
9月 9日(土）09：00～12：00 自遊体験農業
9月10日(日） 09：00～12：00 第1回福祉レク講習会

関宿総合公園体育館

みずき公園

ニュースポーツ体験、子どもの遊び支援

携帯:090-7822-8512

鈴木

事務局：渡邉

関根

FAX：04-7124-6617

足立
庄司

吉春体験農場

畑の手入れ、大根種まき

メール：noda-rec@live.jp

総合福祉会館

コミュニケーションワーク、福祉レク体験

https://nodarec.jimdo.com/ 北島

9月24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(日） 09：00～12：00 第３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

関根
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10月14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

庄司

10月14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

神山

10月15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

神山

10月22日(日） 09：00～14：00 野田市こどもまつり

野田市立清水台小学校 ニュースポーツ、クラフト体験

10月29日(土） 09：00～14：00 収穫祭り

吉春体験農場

足立

芋掘り・収穫品の食事会・レク遊び

庄司

市原市レクリエーション協会
ゼットエー武道場

各種のスポレクを体験し，市民に親しんでもらう

8月10日（木） 09：00～15：00 家族でデイキャンプ

船橋市キャンプ場

家族を対象としたキャンプ体験

8月19日（土） 09：00～14：00 そうめん流し

船橋市青少年会館

家族を対象とした夏のイベント

9月18日（月祝）

09：30～１4：30 いちはら生涯スポレクまつり

0436-36-5430

鶴岡

T/F 045-476-5076

田中

080-5685-2721

岩附

NPO法人船橋レクリエーション協会

10月8日(日） 09：00～15：00 スポーツの祭典

船橋市夏見運動公園

レクゲーム・ニュースポーツの体験

10月21日（土） 08：00～11：00 朝市

船橋市行田ふなっこ畑

クラフト・レクゲームの体験

木更津市レクリエーション協会
8月26日(土）～27日（日）

11：00～翌15：00 遊・YOU・キャンプ

10月15日(日） 09：00～15：00 生涯学習フェスティバル
10月29日(日） 09：00～15：00 公民館 文化祭

木更津市少年自然の家 皆で作り上げるファミリーキャンプ
木更津市体育館

ニュースポーツを体験してみよう

木更津市立文京公民館

アートバルーン・水ヨーヨー販売

成田市立向台小学校

バウンドテニス（親子のみ）

成田市レクリエーション協会
8月 5日（土）

09：00～正午 バウンドテニス夏休み親子教室

8月 6日（日） 09：00～15：00 成田エアポートカップユニカール大会
8月18日（金）～19日（土）

キャンプ

8月19日（土） 09：00～正午 バウンドテニス夏休み親子教室
8月26日（土） 07：00～9：00 ウオーキングクラブ例会
9月10日（日） 09：00～15：00 タニカップペタンク大会
9月14日（木） 09：00～12：00 バウンドテニス体験教室
9月21日（木） 09：00～12：00 バウンドテニス体験教室
9月23日（土・祝）

09：00～15：00 久住パークゴルフ大会

10月1日（日） 09：00～15：00 国際市民フェスティバル（忍者ランド）

成田市中台運動公園体育館 ユニカール（参加者・スタッフ募集）

坂田が池総合公園

キャンプ（参加者のみ募集）

成田市レク協会事務局

成田市立向台小学校

バウンドテニス（親子のみ）

（市シティプロモーション部

成田市内
成田市谷養魚場内

早朝ウォーキング（参加者のみ募集）
ペタンク（参加者のみ募集）

成田市中台運動公園体育館 バウンドテニス（参加者のみ募集）
成田市中台運動公園体育館 バウンドテニス（参加者のみ募集）

成田市久住パークゴルフ場 パークゴルフ（参加者のみ募集）

成田市国際文化会館

忍者ランドの運営（スタッフのみ募集）

10月6日（金） 18：30～20：00 秋季ユニカール教室

成田市中台運動公園体育館 ユニカール（参加者のみ募集）

10月10日（火） 09：00～15：00 ナリコーパークゴルフ大会

成田市久住パークゴルフ場 パークゴルフ（参加者のみ募集）

10月13日（金） 18：30～20：00 秋季ユニカール教室

成田市中台運動公園体育館 ユニカール（参加者のみ募集）

10月15日（日） 09：00～15：00 ウオーキングクラブ例会

佐倉市内

スポーツ振興課内）
【Tel】
0476-20-1584
【Fax】
0476-22-4494
【Mail】
shosport@city.narita.chiba.jp

本佐倉城址巡り（参加者のみ募集）

10月20日（金） 18：30～20：00 秋季ユニカール教室

成田市中台運動公園体育館 ユニカール（参加者のみ募集）

10月21日（土） 09：00～15：00 フォークダンス祭

成田市中台運動公園体育館 フォークダンス（参加者・スタッフ募集）

10月27日（金） 18：30～20：00 秋季ユニカール教室

成田市中台運動公園体育館 ユニカール（参加者のみ募集）

＊ 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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