平成29年11月～平成30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（月）～28日（木）

イベント名

千葉県レクリエーション協会発行 2017年度第77号

会 場

イベント内容

事務局043－290－8361
申込先

担当者

06：00～19：30 雪国キッズキャンプ（第63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年生～中学）一般可 ＴＥＬ・ＦＡＸ043-252-7060 小泉

NPO法人千葉県キャンプ協会
11月3日（金・祝）

10：00～14：00 考古博物館災害フェスタ

市川市考古博物館

災害フェスタ 災害の疑似体験

090-8055-7873

後藤

船橋サブアリーナ

審判員のみの研修

047-447-0106

塩脇

船橋市運動公園体育館 千葉県会員の交流

047-447-0106

塩脇

千葉県インディアカ協会
11月19日（日） 09：00～16：00 公認B・C級審判員研修会
11月26日（日） 09：00～17：00 第81回千葉県交流大会

千葉県ユニバーサルホッケー協会
12月16日（土） 09：00～17：00 第23回千葉県クリスマス大会
１月28日（日） 09：00～17：00 第18回茂原市新春大会

八千代市市民体育館

会員のみ

043-221-6500

松崎

茂原市市民体育館

会員のみ

043-221-6500

松崎

千葉県ターゲット・バードゴルフ協会
11月4日（土） 09：00～15：00 第26回柏市TBG交流大会

冨勢運動公園

会員のみ

FAX 043-243-9958

吉岡

佐倉篠塚コース

会員のみ

FAX 043-243-9958

吉岡

11月11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

11月11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

12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
ウオーキングの基本

11月18日（土） 09：00～15：00 第9回千葉県TBG競技資格者H/C戦

NPO法人千葉県ウオーキング協会

12月16日（土） 09：00～13：00 ウオーキング教室

天沼弁天池公園

12月16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

問合せ

1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

043-255-0141

1月20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

11月18日（土） 08：00～15：00 手賀沼ふれあいウオーク

手賀沼公園

２０ｋｍ・１０ｋｍのウォーキング

11月25日（土） 08：00～15：00 佐倉カルチャーウオーク

佐倉城跡公園

２０ｋｍ・１０ｋｍのウォーキング

1月8日（月・祝） 09：00～13：00 新春初詣ウオーク

当日会場申込み
事務局

委細未定

千葉県シェアリングネイチャ-協会
11月3日（金・祝）

10：00～12：00 秋のネイチャーゲーム

11月12日（日） 10：00～12：00 秋の会
1月3日（水） 10：00～12：00 冬の会

佐倉市市民の森

ネイチャーゲームとクラフト

043-486-1936

有賀

青葉の森公園

ネイチャーゲーム

047-451-2828

今井

プレーパーク美浜予定

ネイチャーゲーム

047-451-2828

今井

11月26日（日） 09：30～15：30 リーダー研修会

県総合スポーツセンター ネイチャーゲーム ・指導員のみ

0475-23-2798

大木

11月26日（日） 09：00～15：00 佐倉市市民フェスタ

佐倉中央公民館・駐車場 ネイチャーゲームとクラフト

043-486-1936

有賀

幕張メッセ 国際会議場 ネイチャーゲームとクラフト

043-486-1936

有賀

10月9日（月・祝）

10：00～15：00 エコメッセちば2017 出展
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千葉県スポーツチャンバラ協会
11月26日（日） 09：30～16：00 スポーツチャンバラ

花島公園体育館

段級別による個人戦

090-7222-2740

平山

千葉県ビリヤード協会
11月5日(日) 09：00～20：00 第１回アマチュア14-1選手権

POOL KAISER／Trigger大久保店 千葉県ビリヤード協会主催の14-1の公式戦

12月10日(日) 09：00～20：00 第13回千葉県BC級チャンピオンシップ(仮)大慶園(予定)

受付メール：cba.cscard@gmail.com
お問合せ：043-488-5626 松野

千葉県ビリヤード協会主催のBC級の公式戦お問合せ：043-306-2500 松山

千葉県キンボールスポーツ連盟
11月4日（土） 13：00～15：00 東京キンボールワールドカップ見学会
12月30日（木） 15：00～16：10 千葉市立誉田小学校子供教室

1月14日（日） 10：00～15：00 千葉県総合スポーツセンター

東京中央区立総合スポーツセンター

誉田小体育館

海外から参加のワールドカップ
キンボール体験会

047－447－1995

正田

090-1506-8789

平山

千葉県総合スポーツセンター リーダー資格・Ｃ級レフリー取得講習会

千葉市レクリエーション協会
11月4日（土）

＊

スポーツ吹矢

花島CC多目的室

11月11日（土）

＊

ウオーキング

千葉市内

11月11日（土）

＊

フォークダンス

11月11日（土）

＊

ターゲットバードゴルフ

11月12日（日）

＊

ペタンク

11月19日（日）

＊

社交ダンス

11月19日（日）

＊

軟式野球

11月19日（日）

＊

インディアカ

ウオーキング大会

蘇我CC

フォークダンス大会

高田コース

男女別等による大会

幸町第一中学校
蘇我CC
稲毛海浜公園野球場
蘇我CC

小学生を含むチームによる大会

詳しくは、9月15日発行のちば
市政だよりをご覧ください。

社交ダンス大会
トーナメント方式等による大会
チームによる大会開催

柏市レクリエ-ション協会
11月12日（日） 12：00～15：00 脳トレ・ レクネタ帳づくり

04-7133-5079

松戸

04-7159-3546

松本

090-1506-8789

松戸

柏市中央体育館 剣道場 脳トレ・じゃんけんゲームオンパレード

04-7133-5079

松戸

12月18日（月） 19：00～21：00 レクダンス

柏市中央体育館 剣道場 会員・一般

04-7159-3546

松本

1月15日（月） 19：00～21：00 レクダンス

柏市中央体育館 剣道場 会員・一般

04-7159-3546

松本

11月20日（月） 19：00～21：00 レクダンス
11月25日（土） 13：00～14：30 あそびの城
12月10日（日） 09：00～12：30 健康長寿のための幸せエクササイズ

パレット柏

スケッチブックでレクパフォーマンス

柏市中央体育館 剣道場 会員・一般
永楽台児童センター

一般

クラフト

1月27日（土） 13：00～14：30 あそびの城

永楽台児童センター

子供 家族で遊ぼう

090-1506-8789

松戸

1月27日（土） 13：00～14：30 あそびの城

永楽台児童センター

子供 家族で遊ぼう

090-1506-8789

松戸

四街道市レクリエ-ション協会
11月3日(金・祝）

9：00～12：00 市民文化祭

四街道市文化センター

クラフト・レクスポ－ツ紹介

11月3日(金・祝）

12：30～16：30 市民文化祭

四街道市文化センター

クラフト・レクスポ－ツ紹介

11月4日(土) 09：00～12：00 市民文化祭

四街道市文化センター

クラフト・レクスポ－ツ紹介

11月4日(土) 12：30～16：30 市民文化祭

四街道市文化センター

クラフト・レクスポ－ツ紹介

11月5日(日) 09：00～12：00 市民文化祭

四街道市文化センター

クラフト・レクスポ－ツ紹介

TEL・FAX

11月5日(日) 12：30～16：30 市民文化祭

四街道市文化センター

クラフト・レクスポ－ツ紹介

043-422-8158

11月16日(木) 14：00～17：00 あそびの城⑫

四街道市中央小学校

わなげ・けん玉
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千葉県四街道市
栗山1000-78
事務局

遠西（とおにし）

12月7日（木） 14：00～17：00 あそびの城⑬

四街道市中央小学校

和ゴマ・キャップこま

12月10日(日) 09：00～16：30 クリスマス会 (スタッフ参加）

文化センター

準備・クリスマス会・かたづけ

12月10日(日) 13：00～16：30 クリスマス会 (事業参加）

文化センター

クリスマス会・かたづけ

12月14日（木） 14：00～17：00 あそびの城⑭

四街道市中央小学校

携帯090-2750-0969
rec@cb.wakwak.com

凧作り・たこあげ

茂原市レクリエ-ション協会
11月5日（日） 09：00～12：30 秋のネイチャー

リソル生命の森

自然の中で五感を使って楽しむ

0475-27-0508

澤田

茂原市民体育館

楽しみながら誰でもできるスポーツレク

0475-72-2974

原田

晩秋の紅葉の中を元気に歩こう

0475-24-0269

早野

豊田福祉センター

自分だけのクリスマスリースを作ってみよう

0475-34-3352

斎藤

12月10日(日） 13：30～15：30 健康スポレク広場(元気クラブ）

茂原市市民体育館

楽しみながら誰でもできるスポーツレク

0475-72-2974

原田

12月16日（土） 09：00～12：30 凧つくり、凧揚げ、

茂原市萩原小学校

凧を作って大空にあげましょう！

0475-24-0868

山口

茂原市市民体育館

楽しみながら誰でもできるスポーツレク

0475-72-2974

原田

冬の自然をネイチャーで楽しむ

0475-27-0508

澤田

11月19日(日） 13：00～15：30 健康スポレク広場(元気クラブ）
11月25日（土） 07：30～17：00 バスハイキング
12月3日(日） 09：00～15：30 クリスマスリース作り

1月14日(日） 13：00～15：30 健康スポレク広場(元気クラブ）
1月28日（日） 09：00～12：30 冬のネイチャー

亀山湖

蓮成寺

袖ヶ浦市レクリエ-ション協会
11月2日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室
11月3日（金・祝）

09：00～15：00 市民会館まつりレクゲーム

11月5日（日） 12：00～15：00 根形公民館まつりレクゲーム
11月11日（土）・12（日）

08：30～15：00 長浦公民館まつり遊び＆おでん・豚汁コーナー支援

長浦公民館多目的ホール
市民会館

楽しい曲でのレクダンスを楽しむ。一般可。参加費 ５００円
レクゲーム(ﾗﾀﾞｰ・ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀｰ､ｶｯﾌﾟｽﾀｯｸｽ､縄跳び､けん玉)を楽しむ

根形公民館

レクゲーム(ｲﾝﾄﾞｱﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ、けん玉・お手玉・こま・おはじき昔遊び)を楽しむ

長浦公民館

遊び＆おでん・豚汁コーナー支援

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

長浦公民館多目的ホール

11月26日（日） 1１：00～14：00 総合型連協交流大会レク支援

臨海スポーツセンターアリーナ 総合型連協交流大会でニュースポーツレク支援

根形公民館女性セミナー「スポーツ・レクリエーション」

11月30日（木） 09：30～12：30 東京都千葉福祉園スポレク
12月7日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室

根形公民館多目的ホール

知的障がい者施設での軽ｽﾎﾟｰﾂﾚｸ支援

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

根形公民館

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

12月10日(日） 10：00～14：00 平岡公民館福祉フェスタ(10:30～13:30)

平岡公民館

社会福祉協議会福祉フェスタで簡単工作(紙とんぼ、スマートボールロケット、ぴょんカエル）

12月21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

1月11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

1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

1月25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

昭和小学校

fax 0438-62-4950

健康体操とスポーツ・レクリエーション（軽スポーツ等。ﾗﾀﾞｰｹﾞｯﾀｰ＆手のひら健康バレーボール&ﾆﾁﾚｸﾎﾞｰﾙ）

袖ケ浦市東京都千葉福祉園体育館

12月10日(日） 09：30～15：00 市民冬季インドア・ローンボウルズ講習会＆大会

1月28日（日） 09：00～15：00 チャレンジ教室「交流レクリエーション」

0438-62-3139
連絡協議会(総合教育ｾﾝﾀｰ内)

11月16日（木） 13：00～16：00 レクダンス教室

11月29日（水） 09：00～12：00

袖ケ浦市社会教育関係団体 ◎花沢

詳細内容の問合先
◎伊藤和雄090-4700-3508

鈴木登0438-62-8997
すべてｽﾀｯﾌ・事業参加可能

知的障がい者施設での軽ｽﾎﾟｰﾂﾚｸ支援
レクゲーム(ﾗﾀﾞｰ・ﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀｰ､ｶｯﾌﾟｽﾀｯｸｽ､ﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾞｰﾑ等)を楽しむ

八千代市レクリエーション協会
11月12日(日) 09：00～
毎月1回開催

第29回八千代市ウォークラリー大会
やちよ歩こう会月例会

緑が丘駅スタート
未定
3

歩いてみよう！やちよの今昔の路
ウォーキングで健康維持と笑顔一杯

047-483-5255

野澤

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
11月11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

11月26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2日(土） 12：00～16：00 ｢野田かるた｣競技大会

野田市総合公園体育館 会場設営、審判、結果集計等

12月3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9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

12月23日（土） 09：00～12：00 しめ縄つくり
1月21日(日） 09：00～12：00 第４回「絵手紙」楽習会

庄司
携帯:090-7822-8512

百瀬

事務局：渡邉

鈴木

FAX：04-7124-6617

神山

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

https://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

百瀬

NPO法人船橋レクリエーション協会
11月4日（土） 09：00～15：00 健康祭り
11月11日（土） 10：00～15：00 つぼいっ子フェスティバル

11月13日（月） 08：30～12：00 適応指導教室のスポーツ体験
11月18日（土） 09：00～15：00 きらきら秋の夢ひろば
11月18日（土） 09：00～15：00 文化祭
12月2日（土） 08：30～12：00 保育園イベント支援

夏見運動公園
坪井小学校グラウンド
峰台小学校

クッブ・竹馬のスタッフ
割りばしゴム鉄砲・的つくりのスタッフ
ボッチャのスタッフ

本町商店街 日本興亜損保 レクゲーム・クラフトのスタッフ

坪井公民館
アリーナ（サブ）

焼きそば調理・販売のスタッフ
バルーンアートのスタッフ

12月9日（土） 08：30～12：00 朝市

船橋大神宮

12月9日（土） 08：30～12：00 クリスマスケーキつくり

青少年会館

ケーキつくりのスタッフ

1月13日（土） 08：30～14：00 餅つき大会

青少年会館

餅つきのスタッフ

1月27日（土） 08：30～13：00 バレンタインケーキつくり

青少年会館

ケーキつくりのスタッフ

047-476-5076

田中

0436-66-7532

合田

080-5685-2721

岩附

レクゲーム・クラフトのスタッフ

市原市レクリエーション協会
11月5日(日） 09：00～12：00 姉崎門前市ウォーク

妙経寺前広場出発

秋の姉ヶ崎から有秋・片又木を散策

木更津市レクリエーション協会
11月4日（土） 09：00～15：00 桜井こども祭り

桜井公民館

水ヨーヨー・ア－トバル-ン販売

11月5日（日） 09：00～15：00 中央公民館文化祭

中央公民館

ラダーゲッター・ペタンク（会員のみ）

11月18日（土） 09：00～15：00 西口子ども祭り

木更津駅西口

アートバルーン販売

12月3日（日）

房総地区（未）

ハイキング

未定

遊・YOU・ハイキング

12月24日（日） 09：00～15：00 餅つき・お飾り作り

文京公民館

餅つき体験・正月お飾り作り

成田市レクリエーション協会
11月4日（土） 9：00～15：00 第14回市民ペタンク大会

タニペタンクコート

ペタンク

11月5日（日） 9：00～15：00 第13回成田健康ウォーキング大会

ボンベルタ成田店周辺

ウォーキング（10㎞・20㎞コース）

11月6日（月） 9：00～15：00 パークゴルフ初心者研修会

十余三パークゴルフ場

パークゴルフ

11月11日（土） 9：00～15：00 バウンドテニスフェスタ2017

中台運動公園体育館

バウンドテニス

中央公民館

フォークダンス

11月25日（土） 9：00～15：00 第10回レクダンス講習会
11月26日（日） 9：00～15：00 第30回パークゴルフ久住大会
12月10日（日） 9：00～15：00 忘年ウオーク
12月17日（日） 9：00～15：00 レク講習会

久住パークゴルフ場

パークゴルフ

未定

ウォーキング

イオンタウン成田富里店 クラフト
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成田市
シティプロモーション部
スポーツ振興課
0476-20-1584

伊藤
中村

12月23日（土祝）

9：00～15：00 お餅つき

1月10日（水） 9：00～15：00 第31回パークゴルフ久住新春大会
1月13日（土） 9：00～15：00 初詣ウオーク
1月14日（日） 9：00～15：00 第14回市民ユニカール大会

坂田が池総合公園

餅つき

久住パークゴルフ場

パークゴルフ

シティプロモーション部

佐倉七福神

ウォーキング

スポーツ振興課

中台運動公園体育館

成田市

ユニカール

0476-20-1584

伊藤
中村

千葉県ペタンク・ブール連盟
11月12日（日） 08：30～4：30 第22回ちば若潮ペタンク大会

船橋市運動公園

会員及び愛好者

047-431-7648

11月26日（日） 08：30～4：30 第7回印西スワン大会

松山下運動公園

会員及び愛好者

0476-42-8402

轟

大堀川防災レクリエーション公園

会員及び愛好者

0471-91-3129

山沢

12月2日（土） 08：30～4：30 平成29年度柏市ペタンク大会

戸松

千葉県レク・コーディネーターの会
11月12日（日） 09：30-12：30

実践：五感を使ったゲーム

千葉県青少年女性会館

感覚を研ぎすませて楽しむゲームの実践 tomura320@catchball.org
研修：学生＆一般の参加可能

FAX:043-277-0315

＊ 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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戸村

