
考えてみよう
①こたえ　Ｓ　………… 年号のアルファベット頭文字　慶応、明治、大正、昭和、平成、令和
②こたえ　大（８月）　… １ 月から１２月　大の月、小の月
③こたえ　高　………… 大学、高校、中学校、小学校

珍名クイズ
こたえ　①ホンコン　②ネパール　③シンガポール　④モンゴル　⑤ボストン　⑥チベット　⑦アテネ　⑧ナポリ
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第23回兵庫県レクリエーション大会

2019年度県レク大会プレ事業
● スマートスポーツで遊ぼう ● ● ドッジボール ●● 親子で遊ぼう ●



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2020

教 員 免 許 更 新 講 習
（2019年度）



E-mail hyorec28@axel.ocn.ne.jp　URL http://www.hyogokenrec.jp/

兵庫県レクリエーション協会25
2020年 8月1日

ひょうご県レクニュースは、
スポーツ振興くじ助成金を受
けて実施しています。

全国レクリエーション大会2020ひょうごは
延期になりました
開催年月日は未定です。
（2021年度は福島県で開催予定）

第74回



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

2020年度 兵庫県レクリエーション協会加盟団体一覧
 2020年 4 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



20１9年度事業報告 2020年度事業計画

第２３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）
種目団体プレ事業（スポーツ振興くじ助成事業）
　①ドッジボール
　②スマートスポーツ
　③親子で遊ぼう
読み聞かせキャラバン（子どもゆめ基金助成事業）
シニア世代から子育て世代へのふるさと伝承事業
� （兵庫県助成事業）
スポーツレクリエーション事業（日レク助成事業）
日レクボール、ラダーゲッター大会
チャレンジ・ザ・ゲーム記録会
国際平和のための外国人との交流事業
� （公益信託　兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成）
レクリエーションインストラクター講習会
元気アップ事業（日レク助成事業）
　①チャレンジ・ザ・ゲーム
　②マンカラ
　③ラダーゲッター
アイスブレーキング講習会
ボランティア講師の登録、派遣
会員サービス事業の実施
　①遊びの城づくり推進事業
　②遊びの日キャンペーン
課程認定校合同研修会
広報紙の発行　会員向けに紙媒体ニュースを ２回発行

2019年度決算書
収　　入
会費収入 210,000
日本レクリエーション協会交付金 4,129,500
事業収入・寄付金収入等 649,585
補助金・助成金 3,605,278
合　計 8,594,363
支　　出
事業費 5,828,141
管理費 3,132,408
合　計 8,960,549

当期収支差額　△366,186

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読み聞かせキャラバン　
　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
　�高齢者の体力測定と生涯スポーツの体験事業を実施します
指導者養成事業
　①レクイン講習会（神戸市）
　②各地域でレクイン講習会
　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
ボランティア講師登録の推進
組織・財政事業
　⑴組織の強化
　⑵加盟団体活動の推進
　⑶財政基盤の確立
　⑷調査研究活動
　⑸広報事業
　　①会員向けにニュースの発行（ ２回）
　　②ホームページの充実
　⑹各専門委員会
　　①全国レクリエーション大会実行委員会

2020年度予算
収　　入
会費収入 210,000
日本レクリエーション協会交付金 4,000,000
事業収入・寄付金収入等 630,000
補助金・助成金 2,100,000
合　計 6,940,000
支　　出
事業費 3,820,000
管理費 3,023,000
予備費 97,000
合　計 6,940,000

特定非営利活動法人兵庫県レクリエーション協会役員

役　職 氏　名 所　　属　　等
会　 長 吉　井　宏一郎 学識経験者
副 会 長 田　渕　　　中 指導者
副 会 長 速　水　順一郎 神戸市レクリエーション指導者クラブ
副 会 長 折　戸　善　信 学識経験者
常任理事 吉　川　義　樹 兵庫県レクリエーション指導者クラブ
常任理事 山　本　　　存 課程認定校
常任理事 筒　井　由希子 学識経験者
理 事 田　島　栄　文 西宮市レクリエーション活動協会
理 事 梶　原　好　博 高砂市レクリエーション協会
理 事 石　川　　　治 西播磨地域レク指導者協会

役　職 氏　名 所　　属　　等
理 事 西　屋　慎　一 播磨東レクリエーション協会
理 事 森　　　俊　介 指導者
理 事 岸　元　秀　利 指導者
理 事 作　田　　　実 兵庫県グラウンド・ゴルフ協会
理 事 三　木　道　博 一般社団法人日本ポールウォーキング協会　兵庫県支部
理 事 奥　　　久　雄 兵庫県スポーツチャンバラ協会
理 事 濱　田　浩　嗣 学識経験者
理 事 扶　蘇　郁　雄 一般社団法人神戸ＹＪＢ
監 事 塩　澤　岩　光 学識経験者
監 事 新　田　耕　造 学識経験者



令和 2 年 ６ 月 ６ 日

1 ．はじめに
　令和 ２年 5月２5日に開催された「第３6回新型コロナウイ
ルス感染症対策本部」にて、「新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針（以下、「基本的対処方針」）」が変
更され、全都道府県において緊急事態措置の実施が解除さ
れた。
　これを受け、公益財団法人日本レクリエーション協会で
は、普及活動（大会やイベント）の再開に当たっての基本
的な考え方と、普及活動再開時の感染予防対策について、
「新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライン」を
策定（令和 ２年 5月２8日）し、各関係団体に周知を図った
ところである。
　

2 ．全般に関する事項
　事業・会議等実施にあたっては、「三つの密」の回避や、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの
手指衛生」といった感染拡大を防止する策を徹底して講じ
ることとする。
　参加者に対しては、開催募集要項及び募集チラシ、会議
開催通知に、当日の検温、体調チェック、行動管理等、感
染予防について周知を徹底することとする。
　なお、各事業・会議等の参加人数（規模）については、
「基本的対処方針」で定める基準に基づき、屋外での実施
は、他者との十分な距離を確保できること、屋内での実施
は収容率の5０％以内とする。

⑴各主管団体（以下、「主催団体」）の対応
　・�感染防止のために主催者が実施すべき事項（「三つの

密」の回避等）及び、参加者が遵守すべき事項（「人
と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの
手指衛生」や「体調チェック」等）をあらかじめ整理
し、関係者との情報の共有を図る

　・�また、参加者が遵守すべき事項については、参加募集
要項（募集チラシ）等に記載して事前に案内するほか、
当日は参加者へ配布する総合プラグラム等への記載、
受付など目立つところ掲示して周知する

　・�活動中は、感染予防事項が遵守されているか、定期的
に巡回・確認するとともに、感染防止への協力を要請
する

　・�当日の参加者を含め、参加者名簿を確実に作成し、連
絡先を把握するとともに、保存期間（少なくとも １月
以上）を定めて保存する

　・�参加者が新型コロナウイルス感染症を発症したとの報

告があった場合には、速やかに県の衛生部局等に報告
するとともに、その指示に従う

　・�その他、アルコール消毒液、マスク（販売用）等、感
染予防における備品等の準備を行う

⑵参加者への事前周知
　・�参加募集要項などに、「感染予防のための参加辞退要
件」を記載し、参加当日に、以下の項目に該当するも
のが １つでもある場合には参加を辞退いただく

　　　＊平熱を超える発熱
　　　＊咳、のどの痛みなど風邪の症状
　　　＊だるさ、息苦しさ
　　　＊嗅覚や味覚の異常
　　　＊体が重く感じる、疲れやすい等の倦怠感
　　　＊�同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

場合
　・�マスク、タオル、ごみ袋など、感染予防のための持ち
物についても周知を図る

⑶受付時の対応・周知
　・�受付場所に手指消毒剤を設置するとともに、受付を行
うスタッフには、必ずマスク及びフェイスシールドを
着用させるとともに、資料等を配布するスタッフは手
袋を着用する

　・�混雑が予想される場合には、参加者が距離をおいて並
べるように目印の設置等を行う

　・�受付時に検温を行うとともに、事前に周知した「感染
予防のための参加辞退要件」を確認するとともに、感
染予防への協力を要請する

　・�マスクを持参していない場合には、販売を行い、着用
させる

　・�当日参加等、事前に連絡先を把握していない場合には、
氏名、年齢、住所、電話、メールアドレス等の連絡先
の提供を必ず求める

⑷実施上の注意
　・�「三つの密」を回避するような工夫を施して実施する
　・�活動中以外はマスクの着用を促し、人と人との距離の
確保、こまめな手洗いなどの手指衛生を参加者に呼び
掛ける

　・�活動の途中で食事を挟む場合は、換気のよい場所、人
と人との距離を確保できる場所を提供する

　・�用具等の共有物や多くの人が触れる場所（ドアノブ等）
は、定期的な消毒を行う

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

公益財団法人日本レクリエーション協会資格認定委員会において、「レクリエーション・インストラクター優秀学生表彰」
を下記の皆様が受賞されました。おめでとうございます。

　　姫路福祉保育専門学校　丸　谷　晴　香　様　　　神戸医療福祉大学　　　　　　　　　　山　川　桂　可　様
　　甲南女子大学　　　　　岡　本　弥　佳　様　　　神戸リハビリテーション福祉専門学校　上　路　綾　乃　様
　　湊川短期大学　　　　　中　川　幸　映　様



県名ビンゴ
準　　備 A ４ 用紙 １枚、書くもの、指導者は都道府県名カー

ド（カード １枚に １都道府県名を書いたもの）

対象人数 ４ ～ ５ 人のグループ ４グループ以上
※個人で行うことも可能

各グループに用紙 １枚と各物 １本配布
用紙を縦に ２回、横に ２回折ってもらい１６のマスを作ってもらいます
１６のマスに１６種類の都道府県名をグループで相談しながら書いてもらいます
指導者は「今からカードを取り、そこに書いてある都道府県名を読み上げますので、読み上げた都道府県名が皆さんの
用紙に書いてあれば、まるで囲んでください。続けて、カードを引いて読み上げます。用紙に書いてあれば丸で囲みます。
次々読み上げますが、縦でも横でも斜めでも、４つ丸で囲まれるとビンゴです。どのチームが、最初にビンゴになるか、
さあ始めましょう。」
順番にカードを引いて読み上げる。
４マス並んだら、次は、すべてに丸囲みが入るように勧める。

考えてみよう

次の□に入る文字は何でしょうか

珍名クイズ

あなただったら何と読みますか。全部国名、地名、
都市名です。

　（例）接吻国　＝　チュ－ゴク

山梨県 長野県 愛媛県 滋賀県 神奈川 山口県 佐賀県 石川県
富山県 福岡県 福島県 群馬県 埼玉県 京都府 岡山県 大阪府
三重県 愛知県 岩手県 静岡県 岐阜県 山形県 和歌山 兵庫県
栃木県 宮城県 千葉県 鹿児島 秋田県 島根県 沖縄県 徳島県
高知県 福井県 茨城県 青森県 大分県 広島県 東京都 宮崎県
北海道 香川県 鳥取県 熊本県 奈良県 新潟県 長崎県
（カードを作らなくても読み上げて使えるように、都道府県名はランダムに記入しています）

進 行

①　Ｋ　Ｍ　Ｔ　 　Ｈ　Ｒ

②　大小大小大小大 小大小大

③　大　 　中　小

①　本　狐　　　　②　根真珠

③　歌手棒　　　　④　門終点

⑤　親分豚　　　　⑥　血　床

⑦　当　音　　　　⑧　名巡査



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

レクリエーションで楽しもう

チャレンジキッズ　　　２０２０年１１月１４日（土）・１５日（日）　１3時～１６時
　　　　　　　　　　　場所　姫路駅北にぎわい交流広場
ロボットで遊ぼう　　　２０２０年１１月１５日（日）　１3時～１６時
　　　　　　　　　　　場所　姫路駅北にぎわい交流広場

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読み聞かせキャラバン（ ２月の予定）
②元気アップ事業
　マンカラ教室・大会　２０２０年１１月１４日（土）　１０時～１６時
　　　　　　　　　　　場所　姫路駅北にぎわい交流広場
　ラダーゲッター　　　２０２０年１１月１５日（日）　１０時～１６時　場所未定（姫路市の予定）
　ウォークラリー　　　２０２０年１１月１５日（日）　１０時～１3時　姫路市
③チャレンジ・ザ・ゲーム記録会（県レク大会で実施）

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（淡路市で実施予定）

指導者養成事業

①レクイン講習会（神戸市）　２０２０年 ６ 月２１日～２０２１年 ２ 月 7 日（１０日間）
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（県レク大会で実施）
④アイスブレーキング講習会（ ２月の予定）

� 上記事業の詳細はホームページで

つくって遊ぼう
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