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　檜山前会長からバトンを受けて、１期２年の任期を終えました。この間現

状を把握するため務めて、あちらこちらと顔を出しました。それで、気づい

たことがあります。

　まずは、いうまでもないことですが「栃木県には、すばらしいレク指導者

がそろっている」ということを改めて感じました。「ＳＹ」指導者養成委員会

のねらいが、功を奏しているのでしょう。レク指導者の躍動ぶりを拝見してきました。

　次に、気がかりなこともいくつかありました。

　１つは、インストラクターの減少です。現在、量的には課程認定校制度に助けられているような気がします。

　２つ目は、活発な種目団体に比べて、市町レク協会の衰退が目立ちます。日本レクリエーション協会・

都道府県レクリエーション協会から繋がる市町協会は、組織の根幹であり、足腰なんだろうと思います。

　レクルー５月号で「新しいスポレク事業への道を探る」と題して、小西日レク会長が全ての国民を対

象とする国民運動を提唱されました。それは、市町村教育委員会が主催し、市町村レク協が主管し、ス

ポレク指導者が中心になって実施するという方式が必要、と説いておられます。これは、まさに本県レ

ク協会のこれからの有り様を言い表しているようです。会員のみなさまの知恵と力を、本県レク協会の

糧にしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

　前日、関東地方は大雪に見舞われ

開催が危ぶまれていた２月１６日、文部科学省の

委託を受けて、第２回「健常者と障がい者のスポー

ツ・レクリエーション活動連携推進事業シンポジ

ウム」が、日本体育大学東京世田谷キャンパスを

主会場として開催されました。基調講演の後、全

国から集まった関係者と共に、栃木県も第３分科

会に参加し、高木事務局長が交流事業実践の発表

を行いました。体験コーナーでは、県福祉ネット

ワークで開発した「サークル・ビンゴ」というゲー

ムを事務局の相田さんが紹介。「単純なゲームだ

けど楽しいし、やればやるほど奥深さを感じる」

と多くの参加者より好評を得ました。その後、ポ

スターセッションが開催され、全国から集まった

多くの方々と交流を深めました。

　今回、新たな可能性を求めてというスローガン

のもとに進められたこのシンポジウムは、次年度

に向けてのステップになると確信しています。

◆第１回 「ザ・コミュニケーション・ワーク」

　平成２６年 ６ 月１４日（土）

　　足利市生涯学習センター

◆第２回 楽しいにはわけがある 「レク支援法１」

　平成２６年 ９ 月２７日（土）

　　栃木県総合教育センター（予定）

◆第３回 楽しいにはわけがある 「レク支援法２」

　平成２６年１０月２５日（土）

　　栃木県総合教育センター（予定）

☆詳しくは事務局に問い合わせください。

　前号、お受験奮闘記のふたり…

　小川 陽子さん

　渡辺 みゆきさん

見事、インストラクター試験合格いたしました！

会長　石塚 英彦

スポーツレクリエーションの
新たな可能性を求めて

スポーツレクリエーションの
新たな可能性を求めて

資格がある人・ない人
レクに興味があったら…

レク・カレッジ
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行事名 月日
（曜） 会　　場 参加費 取得できる単位 問い合わせ・申し込み先

全国一斉あそびの日　遊びの宝島 5/18
（日） 名草セミナーハウス

500円
（子ども
300円）

事業参加 足利市レク協会（安藤）
0284－91－4833

全国一斉あそびの日　
親子で遊ぼう家庭の日

5/18
（日）

小山市総合公園
森のはらっぱ 100円 事業参加 小山市レク協会（輕部）

0285－22－0930

那須塩原市レクリエーション教室① 5/19
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
全国一斉あそびの日  
「こころの元気をとりもどそう」 
ＪＲ那須塩原駅前あそびの広場

5/24
（土）

ＪＲ那須塩原駅
西口広場
（大将鍋広場）

無料 事業参加
スタッフ参加

那須塩原市レク協会（菊地）
090－3474－1659

全国一斉あそびの日　
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ②　

5/25
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

第56回 全国フォークダンス巡回講習会 5/25
（日） ニューサンピア栃木

栃木県フォークダンス協会（塩田）
028－665－6005

全国一斉あそびの日　ワクワク親子で
ピザつくろ

6/1
（日）

鹿沼市自然体験交流
センター 500円 事業参加

スタッフ参加
鹿沼市レク協会（佐藤）
090－7187－5826

奥鬼怒湯けむりハイキング 6/1
（日） 奥鬼怒八丁の湯

事業参加
スタッフ参加

日光市レク協会（斉藤）
090－1042－2538

第37回全国レクリエーションダンス
巡回講習会

6/1
（日） ニューサンピア栃木

栃木県フォークダンス協会（塩田）
028－665－6005

佐野ウォークラリー大会 6/8
（日） 佐野小学校 事業参加 佐野市レク協会（赤坂）

0283－62－2172

那須塩原市レクリエーション教室② 6/16
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659

平成26年度　カローリング大会 6/21
（土）

にしなすの運動公園
体育館

那須塩原市レク協会（菊地）
090－3474－1659

全国一斉あそびの日　
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ③

6/22
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

小山市レクリエーションダンス講習会 6/29
（日） 勤労者体育センター 演習１ 小山市レク協会（輕部）

0285－22－0930
とちまるフェスタ・ねんりんピック栃木
第14回3Ｂ体操栃木県支部交流会

7/12
（土） 栃木県南体育館

事業参加
スタッフ参加

日本３Ｂ体操協会 栃木県支部（田村）
090－8849－0125

那須塩原市レクリエーション教室③ 7/14
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
全国一斉あそびの日　
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ④

7/27
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

奥日光周辺ハイキング 7月
中旬頃 日光湯元温泉

事業参加
スタッフ参加

栃木市レク協会（熊谷）
0282－43－5473

那須塩原市レクリエーション教室④ 8/18
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ⑤

8/24
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

那須塩原市レクリエーション教室⑤ 9/5
（金） 高林公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
とちまるフェスタ兼栃木県
レクリエーション大会

9/13
（土） 栃木県総合運動公園 無料 事業参加

スタッフ参加
栃木県レクリエーション協会
028－650－3330

平成26年度 シャフルボード交流大会 9/20
（土）

くろいそ運動場 
武道館

那須塩原市レク協会（菊地）
090－3474－1659

那須塩原市レクリエーション教室⑥ 9/22
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ⑦

9/28
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

平成26年度 インフォメーション　
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行事名 月日
（曜） 会　　場 参加費 取得できる単位 問い合わせ・申し込み先

ねんりんピック栃木2014　
ふれあいニュースポーツ （各スポーツ）

10/4
（土）
 ～7
（火）

マロニエプラザ 無料 スタッフ参加 栃木県レクリエーション協会
028－650－3330

ねんりんピック栃木2104
（一般ウォークラリー）

10/5
（日）

那須町ビジター
センター 事業参加 栃木県レクリエーション協会

028－650－3330
ねんりんピック栃木2014　
ふれあいニュースポーツ （3Ｂ体操）

10/5
（日） マロニエプラザ 無料 事業参加

スタッフ参加
日本3Ｂ体操協会 栃木県支部（田村）
090－8849－0125

佐野市民レクリエーション
フェスティバル

10/13
（月･
祝日）

佐野市運動公園 事業参加 佐野市レク協会（赤坂）
0283－62－2172

おやましスポーツレクリエーションフェア
10/13
（月･
祝日）

小山市総合公園
森のはらっぱ 事業参加 小山市レク協会（輕部）

0285－22－0930

那須塩原市レクリエーション教室⑦ 10/20
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ⑧

10/26
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

パレ那須ショートダウンヒル 10/26
（日）

那須塩原市宇都野
パレ那須オフロード
パーク

事業参加
スタッフ参加

栃木県マウンテンバイク協会
（亀和田）
090－2753－2495

小山市フォークダンス講習会 11/1
（土） 勤労者体育センター 演習１ 小山市レク協会（輕部）

0285－22－0930

那須塩原市レクリエーション教室⑧ 11/17
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ⑨

11/23
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

第52回 栃木県フォークダンス大会 11/23
（日） 栃木県体育館

栃木県フォークダンス協会（塩田）
028－665－6005

栃木県民パークゴルフ大会 11/23
（日）

グリーンパーク白沢
パークゴルフ場

栃木県パークゴルフ協会連合会（舘）
028－656－1221

おやましフォークダンスフェスティバル 11/30
（日） 勤労者体育センター 事業参加 小山市レク協会（輕部）

0285－22－0930

とちまるフェスタ 
ろまんちっくエンデューロレース

11/30
（日）

宇都宮市
ろまんちっく村

事業参加
スタッフ参加

栃木県マウンテンバイク協会
（亀和田）　
090－2753－2495

とちまるフェスタ　
栃木県レクリエーションフェスティバル 
インディアカ大会

12/7
（日） 栃木県南体育館

栃木県インディアカ協会（齋藤）
080－5678－3957

とちぎの風を吹かせよう
楽しい・面白いニュースポーツ⑩

12/14
（日） 若草アリーナ 100円 事業参加

スタッフ参加
宇都宮市レク協会（浜野）
028－645－6881

那須塩原市レクリエーション教室⑨ 12/15
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659

新春大ドッジボール大会 1/17
（土） 栃木市大平体育館

事業参加
スタッフ参加

栃木市レク協会（熊谷）
0282－43－5473

那須塩原市レクリエーション教室⑩ 1/19
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659

第58回 全国フォークダンス伝達講習会 2/1
（日） ニューサンピア栃木

栃木県フォークダンス協会（塩田）
028－665－6005

那須塩原市レクリエーション教室⑪ 2/16
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659

熱熱 親子で麺ソーレ 3/15
（日）

鹿沼市自然体験交流
センター 500円 事業参加

スタッフ参加
鹿沼市レク協会（佐藤）
090－7187－5826

ニュースポーツスプリングフェア 3/15
（日） 佐野市運動公園

佐野市レク協会（赤坂）
0283－62－2172

那須塩原市レクリエーション教室⑫ 3/16
（月） 東那須野公民館 演習１ 那須塩原市レク協会（菊地）

090－3474－1659
スポレク記念　
第40回 栃木県インディアカ大会

3/29
（日）

鹿沼市フォレスト
アリーナ

栃木県インディアカ協会（齋藤）
080－5678－3957
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◇◇ 編  集 後  記 ◇◇

　55号から担当となり、今回は記念すべき 6 0号。

新たなことに挑戦しつつも、今までの良さを活か

していける紙面作りを心掛けていますが、皆様に

はどのように届いているのでしょうか。

　慌ただしい新年度。空にかかった虹をみて、心

があたたかくなれたような気がしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　【編集委員長】

　平成２６年度県レク協会定期総会は、とちぎ福

祉プラザで３２名の出席を得て開催されました。

　開会にあたって、石塚英彦会長から「今年度一

年間の方向を決める大切な総会なので活発なご意

見をいただきたい。財政厳しく、苦渋の提案だが

前向きに取り組んでいきたい」と力強い挨拶があ

りました。

　議事に入り、平成２５年度の事業及び収支決算

報告・活動方針、平成２６年度事業計画、収支予

算の説明が髙木事務局長から説明がありました

が、いずれも満場一致で承認可決されました。本

年度は役員改選の年度にあたり左記のような体

制で、２年間お願いすることになりました。皆様

のご協力お願いします。最後に、今年１０月に栃

木県で開催されるねんりんピックの今後支援スケ

ジュールと協力依頼について説明がされ閉会しま

した。

役　 職 氏　 名　 所　　属
顧　問 小林　一右 栃木県フォークダンス協会
〃 檜山　達夫 足利市レクリエーション協会

参　与 渡邊　秀成 栃木県ターゲットバードゴルフ
協会

〃 野澤　重治 学識経験者
会　長 石塚　英彦 学識経験者
副会長 関根　英尊 栃木県オリエンテーリング協会
〃 柳田　堅氏 富士重工業（株）
〃 塩澤　好和 栃木県教育委員会スポーツ振興課
理事長 坂本　宏夫 学識経験者
副理事長 河 田  　隆 学識経験者
理　事 浜野正三郎 宇都宮市レクリエーション協会
〃 嶋田　英紀 足利市レクリエーション協会
〃 小 島  　崇 佐野市レクリエーション協会
〃 佐藤　悦夫 鹿沼市レクリエーション協会
〃 輕部　秀雄 小山市レクリエーション協会
〃 時庭　勝彦 那須塩原市レクリエーション協会
〃 中條　昌明 矢板市レクリエーション協会
〃 斎藤　明美 日光市レクリエーション協会
〃 野口　郁子 栃木市レクリエーション協会
〃 塩田　輝夫 栃木県フォークダンス協会
〃 田 野  　明 栃木県インディアカ協会
〃 安納　慶太 栃木県スポーツチャンバラ協会
〃 寺島　典子 日本３Ｂ体操協会 栃木県支部
〃 舘  　正 美 栃木県パークゴルフ協会
〃 村山　哲也 公認指導者
〃 五十嵐市郎 公認指導者
〃 市川　敦子 公認指導者
〃 大塚　一弘 公認指導者
〃 柿沼　友岐 公認指導者
〃 藤井　和彦 学識経験者
〃 月橋　春美 学識経験者
〃 佐々木俊郎 学識経験者
〃 橋 本  　浩 栃木県体育協会
〃 大島　勝栄 栃木県スポーツ推進委員協議会
〃 斎藤　一志 栃木県教育委員会スポーツ振興課

〃・事務
局長 高木　昭一 公認指導者

監　事 市村　勝義 学識経験者
〃 村上　真一 富士重工業（株）

栃木県レクリエーション協会役員一覧
（平成26・27年度）

財政厳しいなか
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平成２６年度・県レク協会定期総会開催

県レクの
ホームページも
みてね！

http://www.h2.dion.ne.jp/~rectochi/index.htm


