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第21回兵庫県レクリエーション大会多くの参加者が集まり楽しく過ごすことができました。

天候にも恵まれ、生涯スポーツやクラフト等に多くの親子連れや子どもたち、

高齢者、障がい者のかたがたがたもチャレンジし、笑顔にあふれていました。

第２１回 兵庫県レクリエーション大会
子どもの体力向上元気アップ活動や地域と高齢者スポーツ活動の支援を充実させ、

更なるレクリエーション活動普及のため、兵庫県レクリエーション大会を開催しました。
また、学校、教育委員会、兵庫県老人クラブ連合会などの関係機関、
団体等広く県民に呼び掛けを行い、協会加盟団体の総力をあげ、
ニュースポーツ・生涯スポーツなどの体験コーナー、教室を実施しました。
さらに、補助競技場では、グラウンド・ゴルフ大会を開催し、
多くの高齢者から子どもまで、世代をこえてふれあい交流の1日とし、
楽しく過ごすことができました。

サブテーマ「ふれあい　広がる　あそびの輪」

日　時　　平成２９年１０月８日（日）１０時～１６時
会　場　　県立明石公園（兵庫県明石市明石公園１－２７）
　　　　　陸上競技場（同付属室・補助競技場）　等
主　催　　特定非営利活動法人　兵庫県レクリエーション協会
後　援　　兵庫県、兵庫県教育委員会、明石市、明石市教育委員会、神戸市教育委員会,
        　（公財）兵庫県体育協会、兵庫県生涯スポーツ連合、神戸新聞社、
           朝日新聞社、 読売新聞社、毎日新聞社、ラジオ関西、サンテレビジョン、
          （公財）兵庫県老人クラブ連合会、（公財）兵庫県生きがい創造協会、
          （社福）兵庫県社会福祉協議会、(公財）兵庫県青少年本部、
           (公財）日本レクリエーション協会
参加者　　2,500人

開閉会　　開会式　１０時～１０時２０分　陸上競技場
　　　　　　　閉会式　１５時４０分～１６時　陸上競技場
　　　　　　　※各ブースのプログラムは１０時３０分～１５時３０分

この大会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。

出演団体実施内容

団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　　内　　容

神戸市レクリエーション指導者クラブ                           折り紙

播磨東レクリエーション協会                                   ラダーゲッター

兵庫県グラウンド・ゴルフ協会                                 大会・教室
兵庫県フリーテニス協会                                       体験
兵庫県スポーツチャンバラ協会                                 体験
公益社団法人日本３Ｂ体操協会兵庫県３支部                     体験
兵庫県スポーツ吹矢協会                                       体験
兵庫県ドッジボール協会                                       体験教室
特定非営利活動法人ローンボウルズ日本 兵庫支部                体験
一般社団法人 日本ポールウォーキング協会 兵庫県支部           体験



兵庫県レクリエーション協会課程認定校連絡協議会               子どもチャレンジ他
兵庫県レクリエーション指導者クラブ                           昔遊び、バッゴー他

特定非営利活動法人ハチ高原・氷ノ山自然体験村                 ツリーイング

平成29年度事業から
漁業体験（8月25～27日）洲本市



スマートスポーツで遊ぼう（11月18日）兵庫県立こどもの館

アイスブレーキング講習会（12月10日）神戸市青少年会館

平成30年度の行事予定

国際交流事業　　　　　　　　　　　　　　　2018年6月23日（土）9時～14時　　福崎町青少年野外活動センター

チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員講習会　　2018年7月15日（日）13時～16時　　甲南女子大学

第22回兵庫県レクリエーション大会　　　2018年10月7日（日）10時～16時　　明石公園陸上競技場他

レクリエーション・インストラクター養成講習会後期　　2018年10月21日（日）～11月4日（日）神戸市青少年会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日曜日9時30分から16時30分　土曜日13時から17時

読み聞かせキャラバン　　　　　　　　　　　2019年2月15日（金）セミナー　　明石市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16日（土）読み聞かせ、スキルアップセミナー　　加古川市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1７日（日）読み聞かせ、スキルアップセミナー　　尼崎市

その他、親子で遊ぼう、アイスブレーキング講習会などを予定しています。
上記事業も詳細はホームページで。秋以降に実施予定の事業は近づけばホームページにアップします。

編集後記

2020年に兵庫県姫路市を中心会場として、全国レクリエーション大会を実施します。様々な生涯スポーツの大会
や体験ができます。また、現代社会におけるレクリエーションの役割や福祉レクリエーションをはじめ各種のセミナ
ーやワークショップも計画しています。兵庫県在住の皆様はもちろん、レクリエーション活動にたずさわっている人、
興味・関心のある人、地域の交流を担っている人など多くの皆様に参加・参画いただきたいと思っています。

最近、日常生活の中で、手や指を使うことが少なくなってきました。手を出せば水が出ます。前に立てばドアが開
きます。結ぶという動作をすることもあまりありません。手は第二の脳と言われています。手を使うことは大切なこ
とです。そこで、レクリエーション活動で手や指を使ってみませんか。グーとパーを繰り返し左右交互に行うことで
もよいのです。指を折って数を数えるのもよいでしょう。同じ指を折って数えるのも片一方の親指を咲きにおってか
らスタートすると、一つづつ先に折っていたほうの手が一本づつ先に折られていきます。指折り数えてというゲーム
ですが、このようなレクリエーション財がたくさんあります。ぜひ、講習会や事業に参加して楽しんでください。

特定非営利活動法人兵庫県レクリエーション協会は皆様の豊かな人生づくりのお手伝いをします。
事務局は原則月・火・木曜日の10時～17時まで開設しています。一度覗いてみませんか。



平成２９年度事業報告
１．会議
　１）総会

①日　時　　平成２９年４月２９日(土)１５時００分から１７時００分
②場　所　　青少年交流プラザ（兵庫県民会館７階）
③出席者　　２１団体（内７団体は委任状）　　

２）理事会
　　　第１回

①日　時　　平成２９年４月２９日(土)１３時００分から１４時３０分
②場　所　　県民会館９階９０１
第２回
①日　時　　平成２９年７月８日（土）１４時００分から１５時００分
②場　所　　青少年交流プラザ(県民会館7階)
第３回
①日　時　　平成３０年１月２８日（日）１５時００分から１７時００分
②場　所　　県民会館９階９０１

３）常任理事会
　　　第１回

①日　時　　平成２９年６月１日(木)１８時３０分から２０時３０分
②場　所　　協会事務所

　　　　　　　・シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業
第２回
①日　時　　平成２９年８月４日(金)１８時３０分から２０時３０分
②場　所　　協会事務所
第３回
①日　時　　平成２９年１１月６日(月)１８時３０分から２０時３０分
②場　所　　協会事務所
第４回
①日　時　　平成３０年３月１３日(火)１８時３０分から２０時３０分
②場　所　　協会事務所

　４）事業・指導者養成部会
　　第１回

①日　時　　平成２９年７月８日（土）１３時００分から１４時００分
②場　所　　兵庫県民会館7階青少年交流プラザ

　　第２回
①日　時　　平成２９年７月３１日（月）１８時３０分から２０時００分
②場　所　　協会事務局

　　第３回
①日　時　　平成２９年９月７日（木）１８時３０分から２０時００分
②場　所　　協会事務局

　５）組織・財務部会
　　第１回

①日　時　　平成２９年７月８日（土）１６時３０分から１７時３０分
②場　所　　協会事務局

　　第２回
①日　時　　平成２９年１２月２４日（日）１３時３０分から１５時００分
②場　所　　兵庫県民会館

　６）広報部会
　　　第１回（持ち回り部会）

①議　題　　・県レク大会広報について
　７）課程認定校連絡会

　第１回
①日　時　　平成２９年５月２７日(土)１５時００分から１７時００分
②場　所　　青少年交流プラザ(県民会館7階)  

　８）４部合同会議
　　　①日　時　　平成３０年３月５日(月)１８時３０分から２０時３０分

②場　所　　協会事務局



２．事業
　１）県民サービス・指導者養成事業についての取り組み
（１）第２１回兵庫県レクリエーション大会（スポーツ振興くじ助成事業）

①イベントテーマ　「ふれあい　広がる　あそびの輪」
②開催日　　平成２９年１０月８日（日）午前１０時～午後４時
③開催場所　県立明石公園内「陸上競技場」など
④来場者　　２，５００人
⑤スタッフ　１１６人

（２）県民対象事業の展開
　兵庫県下幅広く県民が参加し、楽しみながらレクリエーション活動を体験できる場
　を理事が主
  体となって企画運営する事業の支援を行った。また、子どもを対象とした事業を実
　施した。

①漁師体験事業（子どもゆめ基金助成事業）
　　　　・日　時　　平成２９年８月２５日（金）から２７日（日）
　　　　・場　所　　洲本市五色町嘉兵衛荘
　　　　・参加者　　８人
　　　　・内　容　  地引網体験、漁業についての話を聞く、漁の体験（刺し網漁、
　　　　　　　　　　たこつぼ漁）、網の片づけ、魚のさばき方の指導、とった魚
　　　　　　　　　　を料理しよう、漁師さんお仕事の話を聞く、ロープワーク、
　　　　　　　　　　振り返り、漁師検定
　　　　・指導　　　煽りグループ、洲本市　　　　　　・スタッフ　７人

②スマートスポーツで遊ぼう（子どもゆめ基金助成事業）
　　　　・日　時　　平成２９年１１月１８日（土）
　　　　・場　所　　兵庫県立こどもの館
　　　　・参加者　　１５５人
　　　　・内　容　  ３Ｂ体操、パラバルーン、ボールで遊ぼう．スポーツチャン
　　　　　　　　　　バラ、ラダーゲッター、ドッジビー

③読み聞かせキャラバン（子どもゆめ基金助成事業）
第１回

・日　時　　平成３０年２月１６日（金）
　　　・場　所　　高砂市ユーアイ帆っとセンター
　　　・参加者　　22人
　　　・読み聞かせセミナー
　　　第２回

・日　時　　平成３０年２月１７日（土）
　　　・場　所　　加東市児童館こどものいえ
　　　・参加者　　76人
　　　・読み聞かせの会、読み聞かせセミナー
　　　第３回

・日　時　　平成２９年２月１８日（日）
・場　所　　尼崎市立花公民館
・参加者　　68人
・読み聞かせの会、読み聞かせセミナー
講師　　羽藤雄次、小林元香

　　　④シニア世代から子育て世帯へのふるさと伝承事業（兵庫県助成事業）
           実施　　明石市５回、加古川市５回

講師　　開催地域のシニアの人々
⑤バルーンで遊ぼう(兵庫県政150年助成事業）
　　第1回

・日時　　平成３０年２月８日（木）
・場所　　生石研修センター（高砂市）
・参加者　　31人
第2回
・日時　　平成３０年２月１１日（日）
・場所　　子どもの館（姫路市）
・参加者　　161人
第3回
・日時　　平成３０年２月２７日（火）



・場所　　頌栄児童館（神戸市北区）
・参加者　　26人

⑥ラダーゲッター、マンカラ大会
・日　時　　平成２９年７月１６日（日）
・場　所　　加古川刑務所体育館
・参加者　　39人

　　　⑦チャレンジ・ザ・ゲーム記録会
　　　　　・日　時　　平成２９年１０月９日（日）

・場　所　　兵庫県立明石公園陸上競技場
・参加者　　23人

（３）指導者養成事業
　　　　　レクリエーション人材育成に向けて、レクリエ―ションインストラクタ
　　　　　ーの養成やフォローアップ事業を実施した。

①レクリエーションインストラクター（以後レクインと称す）講習会
　・期　間　平成２９年６月１８日（日）～１１月５日（日）の１０日間
・場　所　神戸市青少年会館
・受講者　２５人
・神戸市レクリエーション指導者クラブと共催

②各地域でも（理事による）レクイン講習会を実施した。
・高砂市レクリエーション協会　
高砂市青年の家
平成２９年　６月１１日（日）、９月１０日（日）、１１月２６日（日）、
平成３０年２月
４日（日）　　　　　　受講者　　６９名

（４）ボランティア講師登録の推進
　ボランティア講師を募り、県協会への登録を推進した。
①ボランティア講師登録強化期間を設けた

　　　期　間　　平成２９年４月１日～５月３１日
　　　登録者数　　１１人

②講師派遣　　６か所　１１人
一般講師派遣　８か所　２５人

（５）アイスブレーキング講習会
　　日　時　　平成２９年１２月１０日（日）
　　場　所　　神戸市青少年会館５階レクリエーションホール
　　講　師　　筒井由希子、吉川義樹
　　参加者　　３６人

（６）チャレンジ・ザ・ゲーム講習会
　　　　日　時　　平成２９年６月１７日（土）
　　　　場　所　　学校法人睦学園兵庫大学・兵庫大学短期大学部体育館
　　　　参加者　　１５人
（７）会員サービス事業の実施
　　会員を対象にした募集事業を実施した。

①兵庫県レクリエーション大会（再掲）
　　　　　　・日　時　　平成２９年１０月８日（日）
　　　　　　・場　所　　兵庫県立明石公園「陸上競技場」など

②遊びの城づくり推進事業を実施した
　　　　　高砂市

　・実施日　　平成２９年４月１６日、５月１４日、６月１８日、７月１６日、
　　　　　　　９月３日、１０月２５日、１１月１０日、１２月１７日、平成
　　　　　　　３０年１月１４日、２月１８日、３月１１日
　　　　　　・場　所　　高砂市青年の家
　　　　　　・参加者　　延べ９１２人
　・実　施　　高砂市レクリエーション協会
　・内　容　　うんどうあそび、ニュースポーツ、むかし遊び、お正月あそび、自然
　　　　　　　体験あそび、クリスマス会、つくってあそぼう
③遊びの日キャンペーン
　　　　　　・実施日　　平成２９年５月２１日(日)
　　　　　　・場　所　　イーグレ姫路地下２階市民アリーナ
　　　　　　・参加者　　１５５人



　・実　施　　西播磨地域レク指導者協会
　・内　容　　遊びフェスタ2017　　　けん玉．スポーツチャンバラ．皿まわし
（８）課程認定校合同研修会

①日　時　　平成２９年１１月１８日（土）
②場　所　　学校法人睦学園兵庫大学・兵庫大学短期大学部体育館
③参加者　　学生８４名（９校）
④参加校　　武庫川女子大学､神戸女子大学、甲南女子大学、流通科学
　　　　　　大学、神戸学院大学、神戸医療福祉大学、はくほう会医療
　　　　　　専門学校赤穂校、神戸リ福祉専門学校、兵庫大学
⑤内　容　　各校企画のブースめぐり

（９）日本レクリエーション協会事業への協力
①教員免許更新研修

　　　　　　日　時　　平成２９年７月２８(金)～３０日(日)
　　　　　　場　所　　明石市勤労福祉会館
　　　　②健康スポレク広場

・スポーツ未実施者参加促進事業（３回）
・健康スポレクひろば（１５回）

　　　　　・参加者：＜男性＞　50代以下　０名　（うち、スポーツ未実施者０名）
　　　　　　　　　　　　　　　60代　　　３名　（うち、スポーツ未実施者０名）
　　　　　　　　　　　　　　　70代以上　５名　（うち、スポーツ未実施者３名）

＜女性＞　50代以下　１名　（うち、スポーツ未実施者０名）
　　　　　　　　　　　　　　　60代　　１３名　（うち、スポーツ未実施者３名）
　　　　　　　　　　　　　　　70代以上６３名　（うち、スポーツ未実施者３８名）
２）組織・財政事業についての取り組み
（１）組織の強化
（２）加盟団体活動

（３）指定管理者への応募
（４）財政基盤の確立

①日レク、toto助成、子どもゆめ基金、兵庫県助成に応募した。

（５）加盟団体への支援（11団体）
（６）調査研究活動
　　協会の活動推進に向けて必要な調査研究活動を行った。

３）広報事業についての取り組み
（１）広報紙の発行
（２）ホームページの充実
（３）広報担当ボランティアを募集及び育成 　取り組んでいない。
（４）パンフレット等の広報資料の作成
（５）協会の事業を随時マスコミに提供
（６）資料作成
　　　チャレンジ・ザ・ゲーム研修冊子　　　　５０部
　　　読み聞かせキャラバン冊子　　　　　　２００部

４）事務局
（１）事務の合理化の推進

５）各専門委員会 　第２期中期計画の作成委員会を開催した
６）その他
（１）関係機関会議

　　　　第1回近畿ブロックレクリエーション会議　
　　　　第２回近畿ブロックレクリエーション会議　

日本レクリエーション協会（代表者会議）
日本レクリエーション協会（教師免許更新講習説明会）

　　　日本レクリエーション協会（教師免許更新講習説明会）
３．後援事業（31事業）

平成３０年度決算書
収入合計　　　　　　　　8,610,370
支出合計　　　　　　　　8,551,424　　　　　　　　
当期収支差額　　　　　　　58,946



　


