第76回全国レクリエーション大会2022ひょうご
第74回全国レクリエーション大会2020ひょうごを2020年11月に実施予定で準備を進めてきましたが、
新型コロナの影響で延期となり、2022年に回数と年度標記を改めて実施することになりました。
実施要項は2022年6月頃に発送の予定をしています。
多くの皆様の参加をお待ちしていますので、予定に組み入れ、楽しみにお待ちください。
大会の運営をお手伝いいただき、全国からの参加の皆様が気持ちよく兵庫を楽しんでいただくボランティ
アの募集も2022年に行う予定です。有資格者、課程認定校学生の皆様宜しくお願いします。
■日

時

2022年9月17日（土）～ 19日（月・祝）

■場

所

兵庫県姫路市を中心にその周辺市町

■内

容

総合開会式

交換の夕べ

特別協賛行事、特別行事

種目別全国交流大会
閉会式

課 程 認 定 校 紹 介
はくほう会医療専門学校赤穂校
はくほう会医療専門学校赤穂校は理学療法士・作業療法学士を養成す
る3年制の学校です。将来、医療現場などで頼りにされるリハビリテー
ションの専門家を目指し日夜、勉強に励んでいます。
2010年に作業療法学科で「レクリエーション・インストラクター」の
資格取得ができるように課程認定を受けました。その後2020年からは両
学科において同資格が取得出来るように過程認定を受けることができま
した。
授業では、臨床においてレクリェーション支援が活用が出来るよう
に、楽しく理論や技術を学んでいます。コロナ禍ではありますが、地元
赤穂市の介護者支援事業で行われている活動に昨年度も、2回参加させ
て頂きレクリエーション支援の経験を積むことができました。
卒後は、医療場面のみに留まらずレクリエーションの輪を広げ、地域
のさまざまな方の健康を支える活動に貢献できる指導者の養成を目指し
ています。

研究フォ－ラム

2019年 県レク大会

2018年 スマートスポーツで遊ぼう

2020年 チャレンジキッズ

2020年 ウォークラリー

2020年 ロボットで遊ぼう

レクリエーションカタログ2021
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

会員が兵庫県レクリエーション
協会に注文すると、

アイディアの宝庫
玉手箱

カタログは
プレゼント!!

10%OFF
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
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E-mail hyorec28@axel.ocn.ne.jp

2021年 8 月 1 日
兵庫県レクリエーション協会

URL http://www.hyogokenrec.jp/

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。

2021年度 兵庫県レクリエーション協会加盟団体一覧


2021年 4 月 1 日現在
市町レク協会連絡協議会（ 7 団体）

兵庫県スポーツウエルネス吹矢協会

西宮市レクリエーション活動協会

兵庫県ドッジボール協会

芦屋市レクリエーションスポーツ協会

特定非営利活動法人 ローンボウルズ日本 関西支部

神戸市レクリエーション指導者クラブ

一般社団法人 日本ポールウォーキング協会 兵庫県支部

明石レクリエーション協会

兵庫県フォークダンス連盟

高砂市レクリエーション協会

課程認定校連絡協議会

西播磨地域レク指導者協会

兵庫県レクリエーション協会課程認定校連絡協議会

播磨東レクリエーション協会

領域等団体連絡協議会（ 5 団体）

種目団体連絡協議会（10団体）

兵庫余暇会（休会中）

兵庫県グラウンド・ゴルフ協会

兵庫県レクリエーション指導者クラブ

兵庫県インディアカ協会

特定非営利活動法人ハチ高原・氷ノ山自然体験村

兵庫県フリーテニス協会

ひょうご福祉レクリエーション・ネットワーク

兵庫県スポーツチャンバラ協会

一般社団法人神戸YJB

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、神戸医療福祉専門学校中央校、甲南女子大学、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、湊川短期大学、流通科学大学、神戸女子大学

県レクホームページ活用術
http://www.hyogokenrec.jp/

▼

協会ホームページ

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。

お問い合せ先
県レクニュース最新号（WEB版）
PDFで入手できます。

加盟団体の連絡先などの
詳細情報

イベント情報/セミナー・講習会
スタッフ募集

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。

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）

最新情報はコチラ
▼

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

子どもチャレンジ
おうちで60秒チャレンジ

自宅から全国ランキングに挑戦も可能

2020年4月、外出の自粛や休校による自宅待機が続く中、運動不足やストレス増加などの課題に対応する取り組みと
して、自宅で、ご家族などとできるレクリエーション活動（からだを動かすあそび）を集めた「おうちで60秒チャレンジ」
をスタートしました。
コンセプトは、「身近な物を使う！」「適度な運動量がある！」「あ
そび方はシンプル！」
「夢中になれる！」
「見ていて楽しい！」ことで
す。
新聞紙スティックを倒さないようにすばやくキャッチしたり、新聞
紙リングでペットボトルをゲットしたり、目隠し足踏みをして60秒
ピッタリを目指したり。あそび方は動画でご紹介していますので、家
の中で、ご家族などと協力しながら気軽にチャレンジできるものばか
りです。
また、チャレンジした動画をTwitterに投稿することで参加できる
イベントが「おうちで60秒チャレンジランキング」です。参加希望
者は、共通のハッシュタグ（#おうちで60、#スポーツインライフ）をつけて動画を投稿するだけなので、自宅にいなが
ら全国いつでもどこからでも参加が可能。動画は日本レクリエーション協会が確認し、アカウント名と記録をホームペー
ジでご紹介中です。
是非一度ホームページをご覧いただき、皆さんのチャレンジをお待ちしています！
「おうちで60秒チャレンジ」ホームページ▶ https://www.recreation.jp/challenge

チャレンジ・ザ・ゲーム
チャレンジ・ザ・ゲームとは
チャレンジ・ザ・ゲームは、グループで交流しながら記録に挑戦し、遊び感覚で身
体を動かす楽しさを昧わえる"新感覚"のスポーツ・レクリ工ーションです。
ポールを使ったり、なわを使ったり、棒を使ったりなどユニークなゲームがたくさ
んあります。

チャレンジ・ザ・ゲームの魅力

チャレンジ・
ザ・ゲーム

体力アップや健康づくりなど、“力ラダとココロにいい"活動がたくさん!!
1.
2.
3.
4.

運動が苦手な子どもも楽しめる
健康寿命延伸にも期待できる
世代を超えて、体力・運動能力アップ
ユニークな体力テストとして活用できる

5. 声を出すことで、一体感が高まる
6. 同じ目標に向かつて、心がひとつに
7. 自然と笑いが生まれ、リラックス効果も期待

ふれあい、交流が深まる!!

ユニークなゲームがたくさん!!

学校や職場や地域の仲間で記録に挑戦!!声を掛け合
い、息を合わせながら、ふれあい、交流が高まりま
す！

ロープ、棒、ネットなど、いろいろな用具を使った
り、シンプルなルールで楽しめたり。運動強度も、
低いものからハードなものまでいろいろ。活動場面
に合わせてセレクトできます。

楽しみながらできる運動!!

記録に挑戦する!!

跳んだり、ステッブを踏んだり、適度な運動強度を
得られるゲームがたくさんあります。楽しむことが
体力づくりにもつながります。

回数やタイムなど、目標に挑戦することもゲームの
楽みのひとつです。記録会を開けば他のグループ
や、自分たち自身の過去の記録への挑戦など、さま
ざまな形で記録に挑戦できます。

いつでも、どこでも
全国大会に参加できる!!

記録を申請すれば、
商品GETのチャンス!!

記録に挑戦して、記録申請用紙を送れば「全国いつ
でもチャレンジ・ザ・ゲーム大会」に参加できます。

毎月の記録申請の中から、抽選で商品券などの賞品
を差しあげています。記録が好記録であってもなく
ても、グループて楽しんだ成果は申請しましょう。

チャレンジ・ザ・ゲームの種目

『レクぽ』登録の促進、及び『レクぽ』サイトへの意見・要望について
公益財団法人日本レクリエーション協会がレクリエーションポータルサイトである『レクぽ』を開
設して間もなく4年になります。
『レクぽ』は様々なレクリエーション活動の情報を掲載し、一般の方、
レク・サポーターや元気アップリーダーなどの会員、レクリエーション公認指導者の皆さんに活用い
ただいております。
公認指導者につきましては、掲載される全ての情報を閲覧できるとともに（一般の方等との差別
化）、マイレク機能（お気に入り登録）、登録情報の更新などの機能を付加し、活動促進につなげてい
ただくことを期待しております。
しかしながら、
『レクぽ』に登録している公認指導者は約12,000名（約28％）にとどまっており、
登録促進と合わせ、登録いただけるよう機能や内容を充実させていくことが課題となっています。
登録者を増やすための方法について、ご意見をいただければ幸いです。

http://www.recreation.jp/

レクリエーション公認指導者優秀学生表彰
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、「レクリエーション公認指導者優秀学生表彰」を下
記の皆様が受賞されました。おめでとうございます。
神戸医療福祉大学
神戸医療福祉専門学校中央校
神戸リハビリテーション福祉専門学校

小北 悠生 様
増田 玲南 様
多田 勝美 様

甲南女子大学
渡部 里佳子 様
はくほう会医療専門学校 赤穂校 中嶋 奈津希 様
神戸女子大学
駒井 なつき 様

会 員 団 体 の 紹 介
兵庫県スポーツチャンバラ協会と活動について
スポーツチャンバラは、自由奔放に神社の境内や野山を駆け回って遊
んだ「チャンバラごっこ」を、打たれても痛くないエアーソフト剣と称
する新しい安全な用具を使用することにより、老若男女だれもが、「安
全と公平そして自由」に楽しむことが出来るようにした現代版チャンバ
ラです。ルールも身体のどこかに先に打てば勝ち、打たれれば負けとわ
かりやすい為、初心者でもすぐに対戦を楽しむ事ができます。
対戦方法も多様で、グループを組んで対戦する合戦や、自分以外すべ
て敵になるサバイバルなど、状況に応じて色々な楽しみ方もあります。
兵庫県スポーツチャンバラ協会は、平成3年4月1日に設立しました。
兵庫県で平成18年に開催されたのじぎく兵庫国体のデモストレー
ション競技となった事をきっかけに県内での競技人口が急激に増加しま
した。今年で30回目になる兵庫県スポーツチャンバラ選手権大会をは
じめ、兵庫県少年少女選手権大会、県民ふれあい大会の開催、体験会や
講習会などのイベントを主催するなどの多様な活動を通じて、青少年の
健全育成や県民の心身の発展に寄与することを目的に活動を行っており
ます。

兵庫県レクリエーション指導者クラブ
兵庫県レクリェ－ション指導者クラブは昭和44年2月30日に発足しました。現在は、地域と協働してイベントを開
催、スポーツクラブの活動にも協力しています。夏にはキャンプを開催して子どもたちを育む取り組みを行っています。
また、国営明石海峡公園や県立明石公園、北神戸田園スポーツ公園では、誰もが楽しく運動していただけるニュース
ポーツの体験会を行っています。
さらには、市民対象の事業や指導者の資質の向上に向けて、チャレンジ・ザ・ゲーム等の研修、伝承遊びやウオーク
ラリーを地域の高齢者や団体と協働した事業も行っています。

会

長

出

井

實

２０２０年度事業報告

2021年度事業計画

県民対象事業の展開
①読み聞かせキャラバン（子どもゆめ基金助成事業）
②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）
③スポーツ・レクリエーション事業（日レク助成事業）
④教 室（日レク助成事業）
⑴ マンカラ教室
⑵ ラダーゲッター教室
⑶チャレンジ・ザ・ゲーム教室
⑤大 会（日レク助成事業）
⑴ マンカラ大会
⑵ ラダーゲッター大会
⑥ウォークラリー（日レク助成事業）
⑴ 姫路市
⑵ 明石市
⑦子ども対象事業（兵庫県青少年本部子ども若者助成事業）
⑴ チャレンジキッズ
⑵ ロボットで遊ぼう
指導者養成事業
①レクリエーションインストラクター講習会
②ボランティア講師登録推進
広報事業
①広報紙の発行
②ホームページの充実
2020年度決算書
収
入
会費収入

日本レクリエーション協会交付金
事業収入
寄付金収入
補助金・助成金
雑収入
当期収入合計

支
出
事業費
管理費
予備費
当期支出合計
当期収支差額
全国レクリエーション大会
実行委員会へ繰出金

事

業

予

定

210,000
3,983,000
604,768
133,682
1,916,256
1,300
6,849,006

4,505,067
2,871,734
0
7,376,801
△527,795

1．県民サービス・指導者養成事業
第25回兵庫県レクリエーション大会兼全国大会プレ大会
日 時
2021年10月10日（日）から11月30日（火）
第25回兵庫県レクリエーション大会

2021年10月10日（日）
場 所
兵庫県立明石公園・姫路市
2．県民対象事業の展開
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講習及び大会
③チャレンジ・ザ・ゲーム講習会及び記録会
3．高齢者対象事業
①健康スポレク広場 明石市、加古川市、淡路市、播磨町
②高齢者のニーズ調査とプログラムメニュー開発
4．指導者養成事業
①レクイン講習会（神戸市）
②チャレンジ・ザ・ゲーム認定員等の養成講習会
③アイスブレーキング講習会を開催します
5．ボランティア講師登録
6．会員サービス事業の実施
7．広報事業
会員向けにニュースの発行
2021年度予算
収
入

会費収入
日本レクリエーション協会交付金
事業収入
寄付金収入
補助金・助成金
雑収入
当期収入合計

支

出

事業費
管理費
予備費
当期支出合計
当期収支差額

210,000
3,800,000
470,000
200,000
2,300,000
10,000
6,990,000
3,820,000
3,123,000
47,000
6,990,000
0

1,000,000



事業名
第25回兵庫県レクリエーション大会
レクレエーションインストラクター養成講習会
（前期）
全国レクリエーション大会プレ大会
・ドッジボール
・インディアカ
・フォークダンス ・スポーツチャンバラ
・グラウンド・ゴルフ ・ウォークラリー
・スマートスポーツで遊ぼう 他
元気アップ事業
ラダーゲッター教室・大会
スポーツテンカ教室・大会
読み聞かせセミナー
マンカラ大会
ウォークラリー

（変更になる場合がありますので、ホームページで確認願います。）
開催日時
2021年10月10日
2021年 9 月19・25・26日
10月 2 ・ 3 日
2021年11月 1 日〜 11月30日

開催場所
明石公園 陸上競技場他
神戸市青少年会館
（ハーバーランド）
姫路市 他

2021年11月 6 ・ 7 日

姫路市

2022年 2 月（日付未定）
2021年11月 6 日
2021年11月 7 日

未定
姫路市
姫路市

