
武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部

武庫川女子大学では、2020年現在、①文学部心理・社会福祉学科に

おいて「レクリエーション・インストラクター」「福祉レクリエーショ

ン・ワーカー」、②短期大学部心理・人間関係学科において「レクリエー

ション・インストラクター」、③健康・スポーツ科学部健康・スポー

ツ科学科において「レクリエーション・インストラクター」「スポーツ・

レクリエーション指導者」、④短期大学部健康・スポーツ学科におい

て「レクリエーション・インストラクター」「スポーツ・レクリエーショ

ン指導者」の資格取得ができるよう課程認定を受けております。

三学部・四学科で課程認定を受けておりますが、協会の方針に沿い

つつ、それぞれの学科の特長を生かしたレクリエーション指導者の養

成に力を注いでおります。

所在地が神戸・大阪の中間点にあたるため、資格取得既卒者の多く

が兵庫県・大阪府を中心に活躍しています。
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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

アイスブレーキング講習会 （講師　宇田川光雄先生）
日　時　2019年12月22日（土）　　場　所　コミスタこうべ



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26
2021年 2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。



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

2021年度 兵庫県レクリエーション協会加盟団体一覧
 2021年 1 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



楽しみながら、体力の向上に役立つ、新しい体の動きがある、コミュニケーションを深めるなどの効果があり、
ニューエルダーにふさわしい種目をスマートスポーツといいます。
特有の動きや競技方法などのバリエーションを意識して 4つに分類してみました。

スマートスポーツを楽しんでみませんか!?

クッブとは、スウェーデン語で薪（まき）という意味です。15世紀の北欧で
活躍したバイキングの遊びが起源と⾔われています。プレーは 6 ⼈対 6 ⼈の
チーム対抗の的当てゲームです。コート（ 5 m× 8 m）の真ん中にキングを置き
ます。コートの両側に⼩さな⾓材（これもクッブと呼ぶ）5 個をそれぞれ置いて
スタートします。先攻・後攻を決めたら、先攻は 1 ⼈ 1 本、丸い投げ棒（カス
トピ ンナ）を必ず縦に持って下⼿投げで順番に投げ、相⼿側のクッブを倒しま
す。先攻が終わったら後攻の攻撃になります。

相⼿のクッブを全部倒したらキングを倒す権利が得られ、先にキングを倒し
た⽅が勝ちとなります。ただし、相⼿のクッブが残っているのにキングを倒し
たら、倒した⽅の負けとなります。また、相⼿に倒されたクッブは相⼿コート
に投げ返し、そのクッブから倒さなければならないので、ゲームはぐっと戦略
的になります。

クッブ

軟式テニスコートの10分の 1 程度のコートで⾏えるミニテニスの⼀種です。
数多くあるミニテニスの中で、最も⼿軽に⾃由に楽しむことができます。ボー
ルは軟式テニスのボールを⼩さくしたようなものです。ラケットは卓球のラ
ケットをひと回り⼤きくしたようなものを使います。卓球の気軽さと、テニス
のダイナミックな動きをもつ独⾃なゲームとして発展し、⾃由に楽しめるス
ポーツであることを願って、フリーテニスと名づけられました。

フリーテニス

チームスポーツ
◦クッブ、
◦タッチラグビー　など

1

ネット系スポーツ
◦インディアカ、
◦フリーテニス　など

2

的あて系スポーツ
◦ウエルネススポーツ吹矢、
◦ラダーゲッター　など

3

エクササイズ系スポーツ
◦スラックライン、
◦太極拳　など

4



令和2年度　レクリエーション運動普及振興功労者表彰受賞者

永年に亘るレクリエーション活動の功績が見とめられ受賞されました。
これまでの協会へのご協力に感謝申し上げます。
本来なら11月に姫路市で開催される第74回全国レクリエーション大会で表彰される予定でしたがコロナ禍のため本年度
の大会は延期されることになりレクルーで紹介されることになりました。伝達は11月14日に姫路市で開催しましたイベン
トの中でさせていただきました。ここに紹介させていただきます。

●作田　　實　様 ●山野　純子　様
　（兵庫県グラウンド・ゴルフ協会会長、兵庫県レクリエーション協会理事） 　（レクダンスの指導者、西播磨地域レク指導者協会監事）

●北条あおい　様 ●西播磨地域レク指導者協会　様
　（神戸市レクリエーション指導者クラブ理事）

現在のスラックラインは、平成19年（2007年） にドイツでGibbon社を創業した
ロバート・ケイディングが、 5 cmラインでも簡単に設置できるラチェット（⼿動
ギアでラインを巻き上げる機械）を取り⼊れ、街中で⾏えることで⼀気にヨーロッ
パ中に広がりました。現在は、世界45カ国にて200万⼈の愛好者がいると⾔われ、
平成21年（2009年）に⽇本に紹介されました。⼀般的には、幅 5 ㎝で長さ15ｍ程度
の専⽤ラインを膝上程度の⾼さに張って、その上を歩いたり、ジャンプしたり、
回転したりなどのパフォーマンスを競います。バランス感覚を養ったり、体幹の
筋⼒トレーニングによいとシニア世代にも普及しはじめています。

スラックライン

ラダーゲッターは、ヒモでつながった 2 個のボールを投げて、ラダー（はしご）
に引っかけるスポーツです。はしごの段により、下から 1 点、 2 点、 3 点と点
が決まっていて、ワンバウンドしてはしごにかかると、どの段でも 5 点獲得で
きます。同じ回数を投げてどちらが多く得点できたかを競ったり、どちらが先
に21点得点できるかを競います。21点の時は、最後、ピッタリの数でないとあ
がることはできません。

ラダーゲッター

2022年度全国レクリエーション大会（仮称）

2020年度に実施予定で準備を進めていましたが、新型コロナにより延期に
していました全国レクリエーション⼤会を下記により実施します。

内容につては改めてお知らせします。

2022年度全国レクリエーション大会（仮称）
●⽇　程　　2022年 9 月17⽇(土)・18⽇(⽇)・19⽇（月・祭⽇）
●会　場　　姫路市中心に周辺市町



グラウンド・ゴルフについて

グラウンド・ゴルフとはルールは簡単「いつでも」「どこでも」「だれでも」ができる生涯スポーツとして昭和57（1982）
年に誕生しました。兵庫県グラウンドゴルフ協会は平成 4（1992）年設立しました。「阪神・淡路大震災」後、心と癒し
と復興祈念と題し平成 9（1997）年全国に呼びかけ、多くのプレイヤーが参加
して、第 1回神戸カップGG交歓大会を神戸しあわせの村運動広場・多目的
ひろばにて開催することが出来ました。今日まで第23回の大会を実施するこ
とができました。第24回は「コロナウイルス」感染症のために中止になりま
した。年間事業として兵庫県GG協会の大会は10数回、ほかに、全国大会・
近畿地区大会、全国大会ネンリンピック、関西シニアマスターズ、全国レク
リエーションGG大会（今年度の大会は、コロナウイルスのため、延期又、
中止になりました）。現在、兵庫県GG協会の会員数は4,500名「体力」「仲
間づくり」に愛好者をよびかけております。

ドッジボールの発祥はイギリスと言われていますが、原型はアメリカの「デッ
ドボール」と呼ばれるスポーツです。さらに、明治後期にドイツの「ヘルドベル」
という室内競技を参考に今の四角いコートが紹介され、小学生の中ではメジャー
な遊びとなっていきました。そして年月を経て、地方ローカルルールがはびこる
中、統一ルールを設け、スポーツとしてのドッジボール競技が誕生しました。
ドッジボール競技には、ルールに込められた三つの理念があります。
「自主性・自己責任・向上心」
自分のことは自分でやる（自主性）、自分の行いには責任を持って（自己責任）、
それでいて萎縮せず、積極的に取り組む（向上心）こと。
兵庫県で行われる大会は、年間 8大会ほどです。一番大きな大会として全国大会につながる県大会が夏と春の 2回開
催され、それ以外にもチームづくりがスタートする 5月に新人戦、地域に新しいチーム作りを応援するフレンドリー大
会が夏から秋にかけて、関西の他府県にも参加を呼びかけるオープン大会となる兵庫県選手権が11月に、小学校 1年生
から 4年生までのドッジボールの裾野を広げる目的のバンビ＆ジュニア大会が12月、また、最近ではバンビ＆ジュニア

の新人戦大会も新たに加え、 3月のファイナルドッジボール大会が一年間の締
めくくりの大会となります。また、これ以外にも、大人になっても競技ができ
るようシニア大会も関西・全国各地で開催されます。
兵庫県ドッジボール協会では、ドッジボールの普及活動にも取り組んでお
り、兵庫県内で行われる子ども会や教育委員会主催のドッジボール大会に、ルー
ル講習会や大会の審判派遣を行っています。
このように、兵庫県ドッジボール協会では、ドッジボールを通じて子どもの
心身の健全な成長と体力向上に寄与するとともに、ドッジボール競技の振興お
よび普及発展を図ることを目的に活動を行っています。

兵庫県グラウンド・ゴルフ協会

兵庫県ドッジボール協会

会 員 団 体 の 紹 介



読み聞かせキャラバン

●2021年 2 月21日（日）
　福崎町図書館メディアルーム
●2021年 2 月22日（月）
　明石市　ゆめのもり保育園
●各日とも
　10時00分から12時00分　読み聞かせ
　13時00分から16時00分　読み聞かせセミナー

●日　時　2020年11月14日（土）　　●場　所　姫路駅北にぎわい交流広場

マ ン カ ラ 大 会

「やったー」と優勝した男子大学生の一声。本当にうれしそうでした。
聞くと午前中の「マンカラ教室」を受講していなかった、とのこと。
よほど自信があったのでしょう。 2位と 3位の二人は「マンカラ教
室」を受講していたのでその悔しがりは人一倍でした。
また、ある小学生が対戦した大学生にあと一歩のところで負けた途
端、後ろで見ていたお母さんに悔し涙を流していたのは、見ていた側
にとっても衝撃的でした。よっぽど自信があったのでしょう。残念で
した。
参加者に聞いてみると初めてやった、という人が多く、でも割合簡
単で機会があればもう一度やってみたい、という答えが多かったです。

　優　勝　　熊　澤　良　浩

　２　位　　志　方　俊　介

　３　位　　吉　岡　康　平

　　　　　　福　野　賢　登

 大 会 成 績

●日　時　2020年11月15日（日）　　●場　所　姫路市立花北体育館

ラ ダ ー ーゲ 大ッ 会タ

参加者は初めての人が大半でした。それでも指導がよかったのか意
外と簡単にマスターしていました。単に21点をとるだけではなく、い
ろいろと組み合わせて多様なゲームが組めて和気あいあいとしていま
した。
個人戦で優勝決定戦ともなると、やはり実力者が出てきて、最後の
最後まで勝敗が決まらず、延長戦で、やっと決まった、というぐらい
白熱したゲーム展開でした。
簡単に取り組めて面白いのですが多様なゲーム展開になると奥が深
いようでその楽しみ方も倍増するようでした。

 大 会 成 績

　優　勝　　木　谷　奈　穂

　２　位　　山　田　琳　華

　３　位　　小早川　　　架

　　　　　　千　種　悠　天


