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笑顔のリレー

～すべてはみんなの笑顔のために～

笑顔の実を
実らせよう
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　平成 26 年度評議員会が平成 26 年 4 月 26 日札幌市産業振興セン
ターで行われました。後志レク協会の丸山氏の進行で新加盟の 3
団体が紹介された後、25 年度の事業報告会計決算報告に次いで 26
年度活動の重点、事業計画案について審議され原案通り承認され
ました。
　今年度任期最終年にかかわり、役員選考委員会を開催する旨の
連絡もありました。
　26 年度加盟団体　44 団体 ( 市町村…30　種目…10　領域…4)

●  2 6 年 度 各 委 員 会 事 業 計 画  ＆  お 知 ら せ   ●

事　務　局
・評議員会　4月26日　　・全国一斉あそびの日キャンペーン4〜5月（１ヶ月間）
☆　日レク委託事業の開催　
・ニューエルダー元気塾（洞爺湖町）　　・出会い系スポーツ事業（札幌）

事業委員会
・第25回北海道レクリエーション大会　8月30・31日（定山渓）　
・第3回ウォークラリー大会　10月12日（札幌市）
☆　講師派遣依頼が来ています。各協会に連絡しますのでご協力お願い致します。

生涯スポーツ
推進委員会

・北海道クッブ大会　７月20日（札幌市）
・2年ごとに行われるチャレンジ・ザ・ゲーム認定員、普及審判員講習会があります。
　詳細が決まり次第お知らせします。
・パナソニックキッズスクールCUP「ロープジャンプ小学生No.1決定」の審判・運営を

行いました。

広報委員会
・道レクだよりの発行　　7月１日（40号）　　27年2月１日（41号）
☆　40・41号でテーマ「笑顔シリーズ」最終になります。ホームページにも掲載致します

ので事業案内、活動の様子、情報をお知らせ下さい。

人材開発委員会

・インストラクター養成講習会　　札幌国際ユースホステル
　① 6月14日〜15日　② 7月12日〜13日　③9月6日〜7日　④10月4日〜5日
☆　今年度はスポーツとしてカーリングも取り入れて講習を行います。
　　周りの方にインストラクター資格取得のお誘いをしてください。

組織強化委員会

・フォローアップ研修会　　10月11日（土）　岩見沢ホテルサンプラザ
☆　今年度は岩見沢レクリエーション協会の協力で昼食は会場にバイキングを用意しま

す。昼食代は各自の負担となりますが、交流を深めながらの講習会にしたいと考えてい
ます。ぜひご参加下さい。

資格審査委員会
☆　申請手続きを迅速に行うように致します。下記の書類を添えて道レク事務局へお送り

下さい。
・公認指導者資格受験申請書　・公認指導者資格登録申請書　・学習履修カード　・受験料

 評　議　員　会　か　ら

コーディネーター講習会 レクリエーション楽園（中空知） 全国一斉遊びの日
アメニティタウンウォークラリー（中空知）
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理事長   星　芳広
　北海道が活気づく。その一助としてのレクリエーション活動になればと思います。
特にクッブ大会やウォークラリー大会はスポーツを通じて心身の健康増進に寄与す
ることができ、また、希薄となりつつある人同士のつながりを深められる取り組み
です。人間は、一人では生きてはいけません。
　少子高齢、不景気、異常気象等々ネガティブ要素が蔓延する世だからこそ地域の
レクリエーション活動がより一層意義あるものとなるのです。
　皆様の積極的な取り組みを期待します。

実行委員長　　伊藤　善弘
　夏の暑い中での開催！会場となるビューホテルへ行ったところ、何と、何とそこには素晴らしい
調度品、美術品などなど…。お宝の山！そこで、館内探訪ウォークラリー実施を試みました。
　館内をどのように楽しみながら歩けるか考慮中！テーマの『新しい風』が地域に大きく広がって
いける内容にしよう！全道のレク仲間が、元気よく楽しい交流ができることを目的に、当日どのよ
うな「おもてなし」をしようかと道央ブロック 9 協会の実行委員が知恵をしぼりながら、真夏の暑
さに負けない気力で準備しています。
　道央ブロック一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

開催日：平成２６年８月３０日（土）～ ３１日（日）
会　場：定山渓温泉「定山渓ビューホテル
内　容：１日目　開会式・表彰式・館内ウォークラリー・懇親会
　　　　２日目　Ａ：風とあそぼう　(X ジャイロ & 紙飛行機・竹とんぼ・紙ブーメラン )
　　　　　　　　Ｂ：クラフト（羊毛フェルトのマスコット）材料費 500 円・30 名限定
　　　　　　　　Ｃ：和の世界（古武道を通して）動きやすい服装・裸足になります。
　　　　参加費　2, ０００円、　宿泊費：１０, ０００円（懇親会費含む）

第 25 回 北海道レクリエーション大会 in 定山渓 道央ブロック

～ 新しいレクの風を未来につなごう ～

レ クリエーション で 活 気を！

各地で活躍している事業グループ
　　　「楽しい折り紙づくり」
　　　　　　　　　　江別レクリエーション協会
　地域の人々が集まって手先を使い、大好きな折り紙作りを
しています。年末がちかづくと、「来年の干支は何だった？」
と恒例の十二支押し絵作りに夢ふくらませています。
　皆さんの笑顔と元気を見ていると、認知症予防にもなって
いると実感！
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『雪中レクリエーション』
留萌レクリエーション協会

　地域行事の「萌っ子 春待里」で留萌レク協会は「萌っ子
ランド」の担当になり、雪中レクを企画。
　自衛隊グランドで親子１００名が参加しました。
　種目は　（1）くつ飛ばし　（2）お宝輪投げ　（3）羽っこゲーム

（4）パークインビンゴルフ　（5）スローインキャッチ
　子どもも大人も汗をかき、大にぎわいでした。

『はじめの一歩　子育て支援』
旭川レクリエーション協会

　子育て親子のリフレッシュ講座はいつも好評です。
　託児付きなので、物作りにも集中出来ます。
　作品の完成に喜びの声！
　今後も色々な企画を考えています。

『あそびの城づくり』
南十勝レクリエーション協会

　毎月土曜日に子どもたちに草花遊びや昔の遊びなどの体験を
提供しています。
　遊びの中から人や自然とのかかわり方や自分の生き方を
見つめ直し、新たな発見や学ぶ楽しさを感じてもらうなど、
子どもの健全育成を目的としています。

『３世代交流　〜秋のリンゴ狩り〜』
七飯レクリエーション協会

　３世代交流の一環として、行っている富原観光農園
（トトロの里）でのリンゴ狩り！
　昼食はジンギスカン。リンゴの重量あてクイズ、ビンゴゲーム、
七飯レク協会の余興と３世代が楽しむ交流会となりました。

『楽しいクラフト』
千歳市レクリエーション協会

　「いろいろなものを自分で作って楽しく過ごす事ができた
らいいなぁ！」という事から始まったクラフト教室！簡単
だと思っていたのに難しくて大変なものもあるが、バラエ
ティーに富んでいて面白いと好評であった。

アクロバットホースとコマ

布あそび（こいのぼりづくり）
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　札幌レクリエーション・ラボラトリー協会　　会長　長江　　孝

　レクリエーション・ネットワーク北海道　　会長　平賀　勝麿

　北海道クッブ協会　　会長　蔵満　保幸

レ ク 仲 間 の ひ ろ ば
～　平成 26 年度 北海道レクリエーション協会に加盟した団体の紹介　～

新たなる遊 ing コミュニケーションを !

　4 月より 190 万人都市札幌にて二つ目のレク
リエーション協会として誕生しました札幌レクリ
エーション・ラボラトリー協会です。
　若者たちとレクリエーション活動のジョイント役として、今後
はレクリエーションの勉強会や若者たちがレクリエーション活動
を通して育つ場所づくりを実践して行く予定です。所属メンバー
が 10 代～ 30 代が中心となる若輩者ばかりの会ですが今後とも
よろしくお願いします。

　レクリエーション・ネットワーク北海道は、道内各地で学校教育、社会教育、福祉、
医療等の分野におけるレクリエーション実践者らで組織している任意の団体です。
　平成 23 年 8 月に設立され会員のスキルアップ、及び情報交換が主な活動です。
　道内における市町村レク協会が存在しない地域でのレクリエーション実践者の交流
等も新たな目的として、平成２６年度より北海道レクリエーション協会に加盟させて
頂きました。

　会員一同、レクリエーションのすばらしさを教えて頂いた思いを一人でも多くの人に伝えるべく、
微力ではありますが『全ては、みんなの笑顔のために』をモットーに、レクリエーションの輪を広
げたく思っています。よろしくお願いいたします。

　和太鼓のバチ状丸棒を投げ、早くキングを倒した方が勝ちとい
うバイキング考案の楽しいゲーム！
　今年も７月２０日、クッブ大会を開催します。
　ぜひ、ご参加ください。

理事長　南部広司

〜解決！コミュケーションゲーム体験〜

〜イルウォーク！ニュースポーツ体験〜

　北翔大学では、「レクリエーション実技」や「野外・レクリエーショ
ン指導論」、「地域支援実習」といった授業を通して、ニュースポー
ツや野外レクリエーション、コミュニケーションゲームといったレ
クリエーションを体験したり、レクリエーション指導に必要な基礎
理論（対象理解、ホスピタリティ、プログラミング等）を学ぶなど、
理論と実践を通じたレクリエーション・インストラクターの養成を
行っています。さらに、地域貢献大学として大学での学びを地域に
還元するため、授業で学んだレクリエーションの知識と経験を生か
し、地域の高齢者の方々や子どもたちにレクリエーション（ウォー
クラリー、ニュースポーツ、登山、スノーシュー等）の指導も実際
に行っています。
　このように、様々な授業や地域活動を通して地域の活性化に貢献
できる実践的なレクリエーション・インストラクターの養成に取り
組んでいます。

課 程 認 定 校 紹 介  〜 北 翔 大 学 〜
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詳細は各団体にお問い合わせ下さい。

○　赤平レクリエーション協会	 責任者：八百屋信子	　事務担当者：森谷弘子　0125-32-3457

◇自然と親しもう！7/21　◇踊るアホに…見るアホ…（盆踊り） 8/20 ◇カーリング（室内）　9/18　◇吹き矢大会 10/16
◇ムカデゲーム大会　11/20　◇クリスマス会（演出）　12/4　◇年のはじめの…… おお！! 美味しい

○　旭川レクリエーション協会	 責任者：長堀　守	 　事務担当者：渡辺美佐子　0166-65-0005

◇オープンファーム体験講座 7/26　◇インストラクター養成講習会 8/1・8・15・22・10/3・10・17・24
◇市民レクリエーションの集い 9/28　◇会員親睦交流会 10 月中旬・1 月中旬

○　岩見沢レクリエーション協会	 責任者：矢野美恵　　事務担当者：矢野美恵　0126-24-0205

◇ボランティア参画者と市民とのレク交流会　年１０回（月・水・日）　◇いわみざわ彩花まつり 7/11 〜 7/13
◇きたむら田舎フェス 8/16・17　◇くりさわ農業祭 8/23・24　◇ふるさと百餅祭り 9/13 〜 15

○　北見レクリエーション協会	 責任者：大野智也　　事務担当者：星　芳広　0157-36-7980

◇ウォークラリー大会 9/26　◇市民レクリエーション講座 9/7・14・21・28・10/7・14
◇親子もちつき大会 1/12

○　札幌レクリエーション協会	 責任者：平井幸枝　　事務担当者：伊藤雅子　011-823-3223

◇シニアライフレク 7/27・8/2・9/28・10/5・11/15・12/13・1/17　◇レクダンス・リトミック　7 月〜 1 月まで毎月 3 回
◇市民ダンス講習会毎月１回　◇もしも北海道　9/7

○　さっぽろレク・ラボラトリー協会	 責任者：長江　孝　　事務担当者：長江　孝　011-398-3150

◇レクラボ（レクリエーション実践相互勉強会）7/25・8/22・9/26・10/17・11/14・12/19・1/16

【市町村団体】

北海道レクリエーション協会加盟団体 及び 事業案内（事業名・期日）北海道レクリエーション協会加盟団体 及び 事業案内（事業名・期日）

室蘭レクリエーション協会　　中村　宇太子　さん

札幌レクリエーション協会　　平井　幸枝　さん

地域で頑張っています。

　室蘭レクリエーション協会で事務局長をしている中村宇太子さんを紹介しま
す。平成６年に、北海道福祉衛生専門学校でインストラクターを取得後、コー
ディネーター、福祉レクリエーション・ワーカーを次々と取得し、室蘭公共職
業安定所で仕事をしながらレクリエーション活動を頑張っています。
　福祉衛生専門学校を卒業後は、教員として「レクリエーション指導法」の教
科を担当していました。性格は明るくおおらかで、会員からも慕われています。
また、合唱団にも所属しているせいか、声は大きくよく通るので、行事の司会
進行役に欠かせない存在となっています。お酒も行けるしスイーツもこなす、
宇太子さんに是非会いに来てください。　　（文責　室蘭レク協会　庄内健司）

　平成２６年度当協会初の女性会長に就任された平井幸枝さんを紹介します。
　平井さんは会長就任にあたって、「長年のレク経験を生かした　Game・Song・
Dance・クラフト・ニュースポーツ等を通して色々な人に出会うことが嬉しいです。
楽しさや喜びなど生きがいのもとになるような魅力あるレク活動をしたい。」と
話してくれた頼りになる素敵な方です。また、道レクだより編集作業にも携わり、
色々な情報収集の面でも、力を発揮しています。これからも、「優しい笑顔で楽しい
レクリエーションを提供し、活気のある協会にしてくれる！」と確信しています。

（文責　札幌レク協会　伊藤雅子）



平成26年7月1日 第40号 （7）道 レ ク だ よ り

○　しべちゃレククラブ	 責任者：柳田　久子　　事務担当者：柳田　久子　01458-5-2228

◇スポーツにチャレンジ！7/7　◇ 3B 体操サークル　毎週火・金曜日　◇随時　軽スポーツ　3B 体操講習会

○　伊達レクリエーション協会	 責任者：永谷			基　　事務担当者：加茂千鶴子　0142-23-2757

◇会長杯パークゴルフ大会 10/4　　◇レクリエーションダンスの集い　１２月上旬

○　千歳市レクリエーション協会	 責任者：佐久間良和　　事務担当者：熊谷邦子　0123-24-1736

◇ふるさとポケット 9/21　◇健康づくりウオークラリー大 9/28　◇設立４０周年を祝う会 12/14
◇千歳市レク協会例会　4 月〜 27 年 3 月　毎週水曜日

○　とうや湖レクリエーションクラブ	 責任者：青木佐智子　　事務担当者：齋藤敬子　0142-76-3192

◇いきいき教室 毎週金曜日　◇ふれあい交流会　毎週水曜日　◇元気クラブ 5 〜 3 月毎週火・木曜日
◇スポーツ吹き矢大会 7/26　 ◇手作りしましょ！11/29

○　十勝帯広レクリエーション協会	 責任者：千葉養子　　事務担当者：小原勇一　0155-25-1455

◇十割そばづくり体験・E ボート体験・　7/27　◇わいわいタウン帯広 9/7　◇ E ボート体験 & ピザ他 9/14
◇鹿追そば祭り10/5　◇ミニ愛ランド大樹　10/19　◇クリスマースツリーパーテー 12/21
◇笑い餅つきお好み焼き 12/21　◇ディスコン大会新年会 1/25

○　中標津レクリエーション協会	 責任者：小野寺学　　事務担当者：小野寺学　0153-72-4259

◇しるべっとまつり11/2　◇ドッヂビー秋季大会 11/22

○　中空知レクリエーション協会	 責任者：安居弘美　　事務担当者：椿原宏哉　0125-62-6135

◇中空知レクリエーション楽園　前期　5 月〜 9 月　月２回　全 10 回　後期１０月〜３月　月２回　全１０回
◇中空知ニュースポーツフェスタ 2014　9/13　◇ニユースポーツ体験教室パート2　10/8
◇第 36 回市民ふれあいの集い 12/11

○　七飯レクリエーション協会	 責任者：岩井芳英	　　事務担当者：佐々木尚孝　0138-65-8957

◇子どもファイヤーのつどい 8 月上旬 ◇子どもキャンプ　7/31 〜 8/2　◇七重浜老人大学 9/10・11/27
◇北海道高校ボランティア大会 9/14　◇上磯老人大学 9/19　◇福祉まつり 9/21　
◇大中山老人大学ものづくり講座 9/26　◇三世代交流事業１０月上旬　七飯町文化祭 10/25・26
◇七飯町老人大学ものづくり講座 11/21 ◇子どもクリスマスの集い　11/29

○　登別レクリエーション協会	 責任者：山田新一	　　事務担当者：荒生勇司　0143-86-8636

◇市民レクリエーション（大沼湯〜足湯〜舟見山トレイルの散策）９月中旬の日曜日　
◇市民レク（笑い溢れる楽しいゲームの集い）11/9

○　ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会	 責任者：水落敏博		　　事務担当者：松本伸吾　090-9756-9606

◇インストラクター養成講座　4/27 〜毎月 1 回　全 9 回　　◇元気塾 5/24 〜毎月１回　全８回　
◇函館ウォークラリー大会 7/21　◇函館野外劇出演 7/26　◇フォローアップ研修会１１月頃

○　室蘭レクリエーション協会	 責任者：沼田俊治		　　事務担当者：中村宇太子　0143-27-3643

◇フォローアップ研修室蘭 7/19　◇楽しさ広がるレクリエーション教室 11/15

○　留萌市レク・ボラン会	 責任者：渡辺正美		　　事務担当者：福岡　徹　0164-42-4535

◇海水浴場クリーン作戦・ふれあいウォーキング　7/29　　◇昔の遊び伝承教室 8/3　◇身障者ふれあいスポーツ 8/3
◇ふれあいビアパーティ9/3　◇ふれあい市民交流広場 9/21

団　体　名 責　任　者 事務担当者 連		絡		先

石狩市レクリエーション協会 田　畑　英　勝 百　井　宏　巳 0133-72-3170

恵庭レクリエーション協会 佐　藤　洋　子 小　黒　千　秋 0123-32-1671

江別レクリエーション協会 西　原　恵　子 浦　　　令　美 011-383-3988

釧路レクリエーション協会　 引　木　　　剛 吉　村　寿　人 0154-53-6077

斜里レクリエーション協会 高　橋　佳　宏 高　橋　佳　宏 0152-23-2997
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北海道レクリエーション協会　代表者　蔵満保幸／事務担当者　北村憲司
〒003-0022 札幌市白石区南郷通2丁目南10-10	リラオクムラ502号　TEL&FAX　011-866-0979

東日本震災後「スマイルフォーオール」をテーマにして 4年目！
「笑顔のたねをまこう」「笑顔のたねを育てよう」「笑顔の花を咲かせよう」から、各地に
「笑顔が実りますように！」という願いを込めて編集しました。
今号は道レク事務所に寄せられた各報告書の掲載内容も掲載しました。今後も皆様に各地
域の情報をお知らせできるよう努力しますので、ご協力お願い致します。（平井）

○　北海道ディスコン協会	 責任者：千葉養子　　事務担当者：小原勇一　0155-25-1455

◇十割そばづくり体験・ピザ作り体験　7/27　　◇ E ボート・石窯ビザ体験 &　9/14
◇笑いディスコン健康交流会 11/2　◇交流 & クリスマス会　12/21　◇新年笑いディスコン交流大会 1/25

【種目団体】

（財）日本ボールルームダンス連盟北海道総局 佐　藤　伴　幸 前　川　　　　 011-827-7611

（公社）日本3B体操協会北海道支部 川　口　早　苗 北　見　加代子 011-694-6037

北海道ゲートボール連合 戸　部　英　一 阿　部　正　幸 0155-67-7427

北海道トランポリン協会 松　木　謙　公 奥　村　敏　宏 090-3772-6263

北海道スポーツチャンバラ協会 前　田　　　毅 前　田　　　毅 0144-33-5177

北海道フライングディスク協会 蔵　満　保　幸 佐　藤　貴　志 011-885-2813

北海道ミニバレー協会 小　島　秀　俊 星　井　国　美 011-685-6334

北海道レクダンス研究会 佐　藤　洋　子 佐　藤　洋　子 0123-32-2762

北海道クッブ協会 蔵　満　保　幸 星　　　芳　広 0157-36-7980

○　北人の会	 責任者：森定美津子　事務担当者：寺腰一美　0166-48-2925

◇研修会　11/29

○　ケアレクリエーション倶楽部	 責任者：南部広司　事務担当者：南部広司　011-866-0979（道レク）

◇ボランティア活動に活かせるレクリエーション交流会（定員 100 名）　11/3

【領域団体】

レク・ネットワーク北海道 平　賀　勝　磨 南　部　広　司 01547-2-5458

北海道レク課程認定校協議会 蔵　満　保　幸 新　井　　　貢 011-881-8844

編集後記

団　体　名 責　任　者 事務担当者 連		絡		先

白老町レクリエーション協会 小　野　英　夫 木　村　　　司 0144-82-4632

後志レクリエーション協会 武　田　　　斉 丸　山　泰　秀 0135-72-1181

苫小牧レクリエーション協会 斎　野　伊知郎 椿　　　勇　喜 0144-73-4509

美唄レクリエーション協会 高　島　史　図 米　澤　征　騎 0126-62-7631

南十勝年輪レクリエーション協会 鳥　倉　輝　夫 嶋　村　正　二 0155-67-2434

八雲レクリエーション協会 高　木　一　哉 高　木　一　哉 01376-2-2527

芦別市レクリエーション協会（休会） 稲　津　　　久 内　田　京　子 01242-2-5447


