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兵庫県レクリエーション協会24
2020年 3月1日

第74回全国レクリエーション大会2020ひょうご
日時：2020年11月13日（金）〜15日（日）　場所：姫路市及び周辺市町



兵庫県レクリエーション協会が実施した事業より

アイスブレーキング講習会

日 時 12月22日 場 所 神⼾市

教員免許更新講習

日 時 7・8月 場 所 明石市

第23回兵庫県レクリエーション大会

日 時 10月 7 日 場 所 明石市

読み聞かせキャラバン

日 時 11月15〜17日 場 所 高砂市、加古川市、姫路市



１０％OFF

会員が兵庫県レクリエーション
協会に注文すると、

送料は別途必要、ただし１回のご注文金額が22，000円（税込）以上は送料無料

会員であれば
レクリエーショ
ングッズが特別
割引価格で購入
できます

アイディアの宝庫
玉手箱

カタログは
プレゼント!!

レクリエーションカタログ2019

元気アップ・プログラム

ラダーゲッター マンカラ チャレンジ・ザ・ゲーム
日　時　２０１９年１１月１４日（土）
場　所　明石市立高丘東小学校
参加者　１３名
内　容　チャレンジ・ザ・ゲームについて
　　　　やり方と記録の取り方
　　　　体験

日　時　２０１９年１２月 １ 日（日）
場　所　姫路市立花北体育館会議室
参加者　１２名
内　容　マンカラについて
　　　　競技の仕方
　　　　体験

日　時　２０２０年 ２ 月 ９ 日（日）
場　所　加古川市
参加者　１４名
内　容　ラダーゲッターについて
　　　　競技の仕方
　　　　体験



県レクホームページ活用術

携帯でアクセス！ ▼http://www.hyogokenrec.jp/mobile/

協会ホームページ ▼http://www.hyogokenrec.jp/ 関連団体HPへのアクセスも
リンクでスムーズです

県レクのホームページがリニューアルされているのはご存知でしたでしょうか。
県レクニュースをはじめ協会の様々な情報が入手できます。どうぞお役立てください。

イベント情報・加盟団体の情報
を携帯で見ることができます。
ぜひアクセスしてブックマーク・
お気に入りに登録してください。

最新情報はコチラ

県レクニュース最新号（WEB版）
PDFで入手できます。

イベント情報／セミナー・講習会
スタッフ募集

レク用品の購入も県レクで！
割引制度があります。（会員のみ）

加盟団体の連絡先などの
詳細情報

お問い合せ先

市町レク協会連絡協議会（ 7団体）

西宮市レクリエーション活動協会

芦屋市レクリエーションスポーツ協会

神戸市レクリエーション指導者クラブ

明石レクリエーション協会

高砂市レクリエーション協会

西播磨地域レク指導者協会

播磨東レクリエーション協会

種目団体連絡協議会（１0団体）

兵庫県グラウンド・ゴルフ協会

兵庫県インディアカ協会

兵庫県フリーテニス協会

兵庫県スポーツチャンバラ協会

公益社団法人 日本 ３ Ｂ体操協会兵庫東・兵庫西支部

兵庫県スポーツウエルネス吹矢協会

兵庫県ドッジボール協会

特定非営利活動法人 ローンボウルズ日本 関西支部

一般社団法人 日本ポールウォーキング協会 兵庫県支部

兵庫県フォークダンス連盟

課程認定校連絡協議会

兵庫県レクリエーション協会課程認定校連絡協議会

領域等団体連絡協議会（ 5団体）

兵庫余暇会（休会中）

兵庫県レクリエーション指導者クラブ

特定非営利活動法人ハチ高原・氷ノ山自然体験村

ひょうご福祉レクリエーション・ネットワーク

一般社団法人神戸ＹＪＢ

2019年度 兵庫県レクリエーション協会加盟団体一覧
 2020年 ３ 月 1 日現在

兵庫県レクリエーション協会課程認定校連絡協議会
　　 武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部、姫路福祉保育専門学校、神戸医療福祉専門学校中央校、

甲南女子大学、湊川短期大学、流通科学大学、神戸学院大学、神戸医療福祉大学、神戸リハビリテーショ
ン福祉専門学校、はくほう会医療専門学校 赤穂校、兵庫大学、神戸女子大学



第７４回全国レクリエーション大会２０２０ひょうご
白鷺の地から広げよう！レクの楽しさ・交流・笑顔

日時　２０２０年11月13日（金）〜15日（日）
会場　姫路市内他明石市、尼崎市、相生市、赤穂市 他

開 会 式 11月13日（金） 姫路市文化センター大ホール

研究フォーラム 11月14日（土）15日（日） 姫路市民会館ほか

閉 会 式 11月15日（日） 姫路市民会館中ホール

交 歓 の 夕 べ 11月13日（金） ホテルモントレ姫路

兵庫県レクリエーション協会実施事業（予定）

ウォークラリー 11月15日（日） 姫路城周辺

ラダーゲッター 11月14日・15日（日） 姫路駅前

マンカラ 11月14日・15日（日） 姫路駅前

チャレンジキッズ 11月14日・15日（日） 姫路駅前

第74回全国レクリエーション大会2020ひょうご　スタッフ募集

有資格者の皆様、全国レクリエーション大会のスタッフとしてご協力いただけませんか

氏　名 可能な日
（〇印をつけてください） 連絡先 FAXかE-mailでお返事ください。

（2020年4月30日までに）
特定非営利活動法人 兵庫県レクリエーション協会

F A X  ０７８（３３４）２０６８
E-mail  hyorec28@axel.ocn.ne.jp

11月13日（金）

11月14日（土）

11月15日（日）



種目別全国交流大会
種　目　名 日　　　時 会　　　場

インディアカ 11月15日 姫路市総合スポーツ会館

エスキーテニス 11月14日 ベイコム総合体育館

オートキャンプ 11月13〜15日 兵庫県立赤穂海浜公園オートキャンプ場

カバディ 11月15日 相生市民体育館

キンボールスポーツ 11月15日 明石中央体育館

グラウンド・ゴルフ 11月14日 ウインク陸上競技場（姫路市立陸上競技場）

スポーツウエルネス吹矢 11月14日 明石中央体育館

スポーツチャンバラ 11月15日 ウインク武道館（兵庫県立武道館第 2道場）

ティーボール 11月14日 ウインク球場（姫路市立野球場）

ドッジボール 11月14日 姫路市総合スポーツ会館

日本民謡 11月14日 ウインク体育館（姫路市立中央体育館）

フォークダンス 11月15日 ウインク体育館（姫路市立中央体育館）

レクダンス 11月14日 ウインク武道館（兵庫県立武道館第1道場）

パドルテニス 11月15日 ベイコム総合体育館

フィンスイミング 11月15日 姫路市立香寺温水プール

ユニカール 11月14日 相生市民体育館

ローンボウルズ 11月15日 兵庫県立明石公園ローンボウルズ場

ウォーキング 11月15日 姫路市内

ディスクゴルフ（予定） 11月15日 加古川市浜の宮公園ディスクゴルフコース

特別協賛行事
種　目　名 日　　　時 会　　　場

ラージボール 11月14日 姫路市立花北体育館

武術太極拳 11月14日・15日 ウインク武道館（兵庫県立武道館）

カーリンコン 11月15日 姫路市立花北体育館

トランポロビクス 11月15日 ウインク体育館（姫路市立中央体育館）



じゃんけん１
①利き手でじゃんけんしよう（ 5回戦）
②利き手でないほうの手でじゃんけんしよう（ 5回戦）
③利き手で後出しじゃんけんをしよう
� 　（交代してやろう　 5回づつ）
　・後出しで同じものを出す
　・後出しで勝つものを出す
　・後出しで負けるものを出す

レクリエーション
「じゃんけん」

じゃんけん手たたき３
2 人が向かい合って左手で握手
右手でじゃんけんを行い
勝った人は握手している相手の手の甲をたたく
負けた人は自分の左手の甲を右手の手のひらでカバーする
何回かやってみて
次は右手で握手をし
左手でじゃんけんを行い
勝った人は握手している相手の手の甲をたたく
負けた人は自分の右手手の甲を左手の手のひらでカバー
する

じゃんけん足開き４
両足をそろえて、気を付けで向かい合う
じゃんけんをして
勝った人は負けた人に開けといいます
負けた人はつま先を開きます
一度負けた人が 2回目に負けた時はかかとを開きます
3回目に負けた時はつま先を開きます
負けた人はどんどんと足を広げ、開けなくなったら負け
です

じゃんけんさんすう２
①グーは 1　チョキは 2　パーは 5
　�同時に出し、足し算をしてどちらが先にこたえること
ができるか
　�同時に出し、掛け算をしてどちらが先にこたえること
ができるか
②グーは 1　チョキは20　パーは100
　�同時に出し、足し算をしてどちらが先にこたえること
ができるか
③バリエーション
　・両手じゃんけんで足し算を
　　単位は参加者の様子を見てハードルを決める
　・人数を増やしていく（ 4から 5人まで）



そのほか「チャレンジ・ザ・ゲーム認定員等の養成講習会」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。

特定非営利活動法人兵庫県レクリエーション協会の事業に参加してみませんか
協会や会員団体はさまざまなレクリエーション活動に取り組んでいます。
身体を動かしたい方は、一度体験してみたい方から競技まで、自身の思いに合わせた取り組み方ができる種目がたくさん
あります。
頭を使って考えたり、紙を素材に何かをつくる活動など幅広いメニューがあります。

事　業　名 内　　容

第74回全国レクリエーション大会 日時　2020年11月13日（金）から15日（日）　　場所　姫路市他

兵庫県レクリエーション大会 日時　2020年10月11日（日）　　　　　　　　場所　兵庫県立明石公園

県民対象事業
①子どもを対象にした事業　　
②マンカラ、ラダーゲッター等の大会
③チャレンジ・ザ・ゲーム記録会

高齢者対象事業
①高齢者の体力測定と生涯スポーツの体験事業　　
②地域の担い手育成事業

指導者養成事業

①レクイン講習会（神⼾市）　　
②各地域で（理事による）レクイン講習会
③チャレンジ・ザ・ゲーム認定員等の養成講習会　　
④アイスブレーキング講習会

つくって遊ぼう

立 体 か ざ ぐ る ま
1 2 3

4 5

67891011

12 13 14 15 16

完成！


