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栃木県レクリエーション協会広報紙

　昨年１１月２５日（日）第５１回栃木県レクリエーション大会が宇都宮市道の駅ろまんちっく村で開催

され、約３，７００人が参加して終日にぎわいをみせました。

　ここ２，３年のイベント開催の中で一番良い天気に恵まれたこの日、会長・理事長の挨拶の中にも活

気に満ちあふれ「５０回の半世紀が過ぎ、再出発の意味合いをふくめながら、スタッフも参加者の皆さ

んも一緒になって思い出に残るような大会にしてください。みんなで楽しみましょう！」と覇気ある言

葉でスタートしました。

　ニュースポーツやクラフト・折り紙など１９団体２４種目にわたってプログラムを展開。スタッフた

ちも「今日はレクの日なんだよ。みんないっぱい楽しんでいって」と声を掛けると、ろまんちっく村に

来た人も「今日はこんな催しをやっているなんて知らなかったです。偶然でくわしたが、とても楽しい

です」と言って色々な種目に挑戦していました。同会場の森のエリアでは、オリンピック競技の一つで

あるマウンテンバイク協会主催のイベントを開設し、こちらも盛り上がりを見せていました。フィナー

レは今や定番になった「みんな友だち」の曲に合わせフォークダンスを全員で踊り、再会を誓って閉会

しました。

好天に恵まれ みんな満面の笑顔！！

～第５１回 栃木県レクリエーション大会開催～
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　栃木県福祉レクリエーションネットワークは今年

度勉強会の総括として「オリジナルアレンジ集」を

作成しました。会員ひとりひとりの現場等での経験

の「チエ」をアレンジの「コツ」としてまとめてい

ます。

　今年度の福祉レクリエーション研修会は、この「オ

リジナルアレンジ集」を使用した研修ということで、

栃木県レクリエーション協会福祉委員会と共催で行

われました。

　まずはアイスブレーキング「数集まり」で参加者

同士の笑顔を、そしてプログラムの体験。「指折り」

や「グーチョキパー」「足遊び」はそれぞれ日常時

に行われているレクリエーションですが、「子ども

のやること」等の声も聞かれます。「楽しく続ける

には」という悩みに少しでも応えられたでしょうか。

　栃木県レクリエーション協会は平成３０年度ス

ポーツ振興くじの助成金を活用し２０２２年栃木県国

体開催に向けて、スポーツ未実施者に関心を持って

いただけるよう、体験や参加ができるスポーツ・レ

クリエーションの一覧を作成いたしました。

「より元気な　より楽しいスポーツ・レクリエーション
　　　　　　　　　　　　　　活動を目指して！！」
　スポーツ・レクリエーションは、スポーツを活用

して楽しさと交流を生み出し、人々の気持ちを元気

にするレクリエーション活動です。

　私たちは、このスポーツを活用したレクリエー

ション活動を展開することにより、スポーツ基本法

の前文にある「スポーツを通じて幸福で豊かな生活

を営むこと」を一人でも多くの人が実現できること

を支援していきたいと思っています。

　冊子ご希望の方は無料でお送りいたしますので、

栃木県レクリエーション協会までご連絡ください。

　また栃木県レクリエーション協会 H Pで自由に閲

覧することができます。

後半は身近にあるもの、手軽に手に入る素材を使っ

ての遊びの体験。紙袋を使っての風船。大小さまざ

まな風船は使い勝手がよいものです。お手玉は高齢

者にとって馴染みのある素材です。想像力を駆使し

て楽しみを生み出します。

　サークルゲームとオリジナル体操はこれから幅を

広げたい分野で今後の私たちの課題です。

（乞うご期待！）

　さて、楽しんでいただけたでしょうか？　沢山

笑っていただけたでしょうか？参加者は 26 名、是

非笑いのエキスパートとして活躍していただきたい

と思います。

栃木県福祉レクリエーションネットワーク

会長 市川敦子

栃木県福祉レクリエーションネットワーク作成の

「オリジナルアレンジ集」をお譲りいたします

一般価格３５０円、日レク有資格者割引価格３００円

福祉レクリエーション・ネットワークより
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　社会の中でレクリエーション支援の意義や必要性

が高まっているのに、その担い手であるインストラ

クターの資格取得者が減っているという現実を受け

て、日レクではこのほどインストラクターのカリ

キュラムを見直し、約１０年ぶりにカリキュラムの

改訂を行いました。（新カリキュラムを平成２９年度

カリキュラムと呼ぶ）それを受けて、本年度栃木県

レクリエーション協会では、平成２９年度カリキュ

ラムによるインストラクター養成講習会を実施しま

した。９月から始まった講習会は、毎月１回のペー

スで２月まで。計８回の長丁場でした。最終回の 2

月１６日には、有資格者のフォローアップ講習も兼

ねて実施し、今回の改定の主旨などに参加者は熱心

に聞いていました。

　今回の方針の柱は、レクリエーション支援の強み

（専門性）を、「心を元気にする手助け」とし、レク

リエーション活動を「心を元気にする手段として用

いられるゲームや歌」などの総称と定義づけたこと

です。そして、この強みを発揮するための理論を整

理すると共に、その理論に裏付けられたコミュニ

ケーション促進の方法を実技と演習で整理したこと

がポイントとなっています。詳しく言うと、理論を

従来の１５時間から９時間に集約し、心が元気にな

る裏付けとなる人の心の仕組み（フロー理論やマズ

ローの欲求説など）を学習することとしました。ま

た実技３６時間・現場実習９時間を、支援の具体的

な方法を身につけ様々なレク活動を習得する実技

２７時間と支援の試行を通して実践力へと昇華させ

る演習・実習２４時間にしたところです。実技 27 時

間には、ホスピタリティやアイスブレーキング、ハー

ドル設定やアレンジ、CSS プロセスなど、レク支援

に欠かせない技術を体験しそして確実に習得するこ

とに重点がおかれました。その後の演習・実習では

実際のプログラム企画とレク財の進行案をお互いに

実演し、より良いレク支援の在り方を練り上げてい

くということを繰り返していきます。つまり、資格

取得後、様々な現場において１回の支援の後に対象

者が「楽しかった」「心が元気になった」と実感で

きるようにレク活動を展開できる実践力を持ったイ

ンストラクターを養成したいというのが、平成２９

年度カリキュラムの大きなねらいなのです。

　これは、栃木県レクリエーション協会が２０年も

前にインストラクター資格取得に際して実技試験を

導入した方向性と全く同じなのです。檜山県レク顧

問のいう、運転免許証をとったら直ぐ運転できるよ

うに、インストラクターの資格を取ったらすぐに現

場で活躍できる人材を養成することが大切という言

葉と重なります。栃レクでもここ数年、養成講習会

の受講者が集まらない状態が続いています。前述の

ように、平成２９年度カリキュラムは、元々栃レク

が目指してきたインストラクター養成と同じ方向性

であることを考えると、この改訂を機にインストラ

クター資格の重要性と資格取得の気運を高めていく

ことが重要と考えます。

今回の講習会には、新規の申込者と共に新しいカリ

キュラムを学び地域の講習会に活かしていこうとす

るインストラクター有資格者の参加もあり、活気に

満ちた講習会となりました。「楽しさをとおした心

の元気づくり」を掲げ、これからもレクリエーショ

ンの魅力と必要性をそれぞれのお立場で発信してい

ただき、栃木県レクリエーション・インストラクター

養成講習会の輪が大きくなっていくことを願ってお

ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【指導者養成委員長　村山哲也】

平成30栃木県レク・インストラクター養成講習会
～受講生の活躍に期待！～

無事終了！
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　2 月２日（土）総合教育セ

ンターにて行われたあそびの

フリーマーケットでは、有資

格者のブースに加え 3 Ｂ体操

協会とフォークダンス協会の

協力を得て、盛り沢山の一日

となりました。お馴染みのブー

スに新しいものをちょっとプ

ラスしたクラフトコーナー。

ニュースポーツやゲームコー

ナーでは、初めて体験する遊

びに息を切らして楽しむ参加

者の姿もみられました。

【指導者養成委員・記】

　レクリエーションという事で、初めは大人の方ば

かりいるところでの参加に緊張していました。しか

し、皆さんとても良い方々で、様々な種類の遊びや

ダンスなどに楽しく参加することが出来ました。今

後の実習や保育の場で役立てていきたいです。

【参加者　上岡亜美】

　クラフトコーナーには、身近にあるもので作れる

ものが沢山ありました。　

　どれも作ってみたいものばかりでしたが、木の枝

と毛糸で作るドリームキャッチャーを初めに作りま

した。なかなか思うようにはできなかったけれど、

飾りつけの提案をしてもらったり、頑張りを褒めて

もらったりしてうれしかったです。

　スポチャンにも挑戦しましたが、あまり上手くな

い私にずっと付いて教えてくれたので、とても楽し

かったです。

　どのコーナーも説明がわかりやすく丁寧に教えて

くれたので、夢中で楽しめました。また参加したい

と思います。 　　【参加者　鈴木雅菜】

　あそびのフリーマーケットに参加し、初めて会う

人が沢山いて緊張しました。しかし、皆さん優しく

接して下さったり、自己紹介の時に歌を歌う機会が

あったりしたため緊張が解れました。活動となる、

３Ｂ体操にフォークダンスと周りの人と関わりなが

らコミュニケーションを取り、気軽に話せるまでに

緊張が解れ、楽しく活動することが出来ました。ま

た、午後に行ったあそび歌やレクリエーションの遊

びをする時も緊張せず気軽に会話が出来、様々な体

験も出来たのでとても楽しかったです。この活動を

通して導入や説明の仕方によって楽しみ方が変わる

のだと感じました。ここで体験したレクリエーショ

ンを、今後の実習や保育士になった時に、少しでも

生かしていきたいです。　　【参加者　佐藤理沙奏】

参加者からのコメント参加者からのコメント参加者からのコメント

あそびの
フリーマーケット
あそびの

フリーマーケット
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お陰様で創立３０周年を
迎えることが出来ました

　３０年前に昭和から平成に元号が変わった記

念すべき年に、栃木県インディアカ協会が設立

され、アッという間に３０年の歴史が経過し、昨

年１０月に栃木県インディアカ協会創立 30 年の

記念式典が宇都宮市内の会場に於いて、日本イ

ンディアカ協会や関東甲信越の各協会と県内の

各関係者など全１００名の出席者により盛大に行

われました。

　式典では、設立に貢献した初代会長や関係者

に感謝状を授与し、歴代の功労者に対し功労賞

を授与した後、３０年のあゆみについての講話を

行い、午後には記念パーティーを行いました。

　パーティーでは、八木節の演奏で幕開けし、

参加者による余興や歌謡などで会場が盛り上が

り、和太鼓の演奏による日光和楽踊りで会場を

沸かせました。

　ここまでの３０年の歩みには、インディアカの

赤い羽根を追って夫婦共通の趣味として楽しん

できた方や、全国スポレク祭、ねんりんピック

全国大会などを通じて多くの仲間との出会いに

より友情の輪を広げてきたこと、また、結婚と

いう素敵な出会いがあった会員もいたことなど

が３０年間の歴史の中で想い出されます。

　新元号を迎えるにあたり、近年はインディア

カ愛好者も高齢化され、６０歳以上で構成された

チームが多くなり、なかには 70 歳になっても現

役で楽しんでいる方もいるなど、インディアカ

は楽しいスポーツです。仲間になっていい汗か

きながら一緒に楽しんで、これから先４０年５０

年とインディアカの歴史を積み重ねて行く上で、

仲間と共にいつまでも生涯スポーツとして継続

してもらいたいものです。

　２０２２年の「いちご一会とちぎ国体」では、

インディアカもデモスポとして実施することと

なり、それに向けて、中学生や高校生などの若

い世代の普及に取り組んで行くこととしていま

す。

　　【栃木県インディアカ協会　理事長　本沢光一記】

シニア男女混合の部

スーパーシニア男女混合の部

男女混合の部
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しょうちゃんと遊びま専科36

なつかしい昔の遊びシリーズ

「 地 面 取 り 」

県レク協会事務局長　高木　昭一

遊び方

　皆さん久しぶりで～～す。今回もまた懐かしい昭

和 30 年代、私の小学校の遊びを紹介したいと思い

ます。表題に書いたように「地面取り」とか「陣地
取り」「島取り」など地域によっては遊びの名前が
まちまちだったようです。
　おはじき（昔は平たい小石など）を使って、男女
問わず楽しんだ遊びです。広い砂場などがあると最
適です。

①地面に大きな四角形を書いて、すみに親指と人差

し指を開いた約 10cm を一辺とする正方形を書い

て、自分の陣地を作ります。

②じゃんけんで順番を決めて、おはじきを指ではじ

いて、３回で自分の陣地に戻すことが原則です。

おはじきの通った線の中が、新しい自分の陣地に

なります。

③おはじきが３回で自分の陣地に戻らなかったり、

他の人の陣地に入ってしまったりしたら、次の人

と交換します。

④陣地をとる場所がなくなったらゲームは終わりと

なり、一番広い陣地をとった人が勝ちとなります。

⑤遊ぶ人数は、２～

６人ぐらいが適当

でしょう。

　私は三年前に会社勤務をリタイヤして、これか

らの生活を、健康で心豊かに過ごしたいと考えて

います。その一環にレクリエーションの意義を再

認識し、レクリエーション活動を考えていくこと

が、生活のモチベーションになることと思うよう

になりました。

　同世代の人たちは健康に対する関心を多く持っ

ているようです。ですので、特にスポーツを通じ

ての健康維持とコミュニケーションを図る活動を

進めたいと考えています。地域の老人クラブの事

業を経験してきました。中々まとめ役や旗振り役

が少なく、行事の人集めも大変と感じています。

活動のフィールドは地域シニアクラブ、いきいき

ふれあいクラブなどもあります。地域の方々との

接着剤としての役割を考えています。近所で見か

けるスポーツ種目は、グラウンドゴルフです。こ

れ以外のニュースポーツの紹介実践をしていきた

いと考えます。

　世代間交流では、地元小学校でお囃子の指導に

参加を始めました。昔遊びの行事もあるようです

ので、一緒に遊びたいと思っています。

 「あそびは世界を救う」とあります。レク活動の

中で、ウィットな会話でコミュニケーションをし

て充実な日々を過ごしていきたいと考えていま

す。 　　　　　　　　　　　【小山市　古河孝行】

宇 都 宮 市　　菊池　恵美子さん
真　岡　市　　栁　　　洋子さん
宇 都 宮 市　　岡村　　静江さん
日　光　市　　竹内　みや子さん
宇 都 宮 市　　小松　　和夫さん
宇 都 宮 市　　野口　　友克さん
宇 都 宮 市　　深谷　志づえさん
宇 都 宮 市　　福田　　定男さん
真　岡　市　　服部　田鶴子さん
宇 都 宮 市　　山岡　登美子さん
矢　板　市　　矢板　佳代子さん
大　田　原　　山﨑　　裕子さん
那須郡那須町　　髙橋　　祐子さん
大 田 原 市　　星野谷　栄子さん
小　山　市　　古河　　孝行さん
佐　野　市　　兵藤　　瑞穂さん
足　利　市　　釆澤　　陽子さん

インストラクター試験に

 合格しました！
インストラクター試験に

 合格しました！

よろこびの声
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　平成 30 年度栃木県レクリエーション協会は、独立行政法人日本スポーツ振興センター振

興くじの助成金交付を受け、栃レクニュースレター及びとちぎスポーツレクリエーション

ガイドブックを発行しています。 

　栃レク・ニュースレター（７０～７２号）について以下アンケートの

ご協力をお願いいたします。

＊アンケートは、ホームページ内からでもお答えいただけます。

ホームページの中の、「栃レク・ニュースレター」⇒「アンケート」からご覧ください。

栃レクニュースレター
　　■助成金交付決定額　　４５２，０００円

　　■発行　　年３回（７０～７２号）

　＊送付先　県レク協加盟団体、レク公認指導者、全国都道府県レク協会、レク関係団体

　　（発送先以外の団体・個人でご希望の方には郵送いたします。）

とちぎスポーツレクリエーションガイドブック
　　■助成金交付決定額　　３４９，０００円

　＊助成金の主な用途　栃レクニュースレター印刷代、

　　とちぎスポーツレクリエーションガイドブック印刷代、

　　発送経費等　

１．どのような記事に興味を持ちましたか。

記事名、感想などをお聞かせください。

２．参考になった記事や役に立った記事は何

ですか。

３．今後掲載して欲しいスポーツ・レクリエー

ションの内容はどんなものですか。

４．栃レク・ニュースレターはどのような現

場で活用しますか。

５．その他、お気づきの点などありましたら、

どんなことでもお書きください。

 

totoスポーツ振興くじ助成金を活用しています

アンケートにご協力ください

助成金総額

８０１，０００円
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　インストラクター資格取得から２０年が経ちま

した。何もわからず「楽しい」を求め先輩方を追

いかけてきたらどっぷりレクにハマって、今では

ニュースレターの担当に。ずーっと一番若手・・・。

そろそろ後輩が欲しいと思い続けて何年経つで

しょうか。

　講習会等でレクの楽しさにハマった方がどこか

にいないかなぁと思いながら、今日もパソコンに

向かっています。　　　　　　　　　　　

　【編集委員長】

◇◇ 編  集 後  記 ◇◇


