事業
レポート

ultimate

第３回
課程認定校交流大会を開催しました。

京都府内のレクリエーションを学ぶ学生が集い、アルティメットを楽しみました。
台風の影響により、開催が危ぶまれましたが、たくさんの学生と共に楽しい時間を過ごしました。
平成27年7月18日

於：京都聖母女学院短期大学体育館

参加者数

43名

Recreation
平成27年度

レクリエーション・インストラクター養成講習会

今年度は、以下の２会場にてレクリエーション・インストラクターの養成を行っています。興味のある方に、是非ご案内ください。

主 催
申込み

京都府レクリエーション協会
TEL 075−634−7584

主 催
申込み

公益財団法人城陽市民余暇活動センター
TEL 0771−55−6222

第４回

平成27年9月20日（日）

第Ⅱ期

平成27年10月3日（土）・4日（日）

第５回

平成27年11月1日（日）

第Ⅲ期

平成27年12月5日（土）・6日（日）

第６回

平成27年11月21日（土）〜22日（日）

第Ⅳ期

平成28年2月13日（土）・14日（日）

会

第４・５回 京都市下京青少年活動センター
第６回 丹波自然運動公園

会

城陽市民体育館

第４・５回 3,000円（学生2,400円）
第６回 15,000円（学生12,000円）

参加費

場

参加費
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場

各期

5,000円

関西マスターズスポーツフェスティバル2015

第13回 レクリエーション大会 ㏌ 京都
平成27年10月18日（日）10：00〜15：00 京都府立大学体育館・グランド

参加費

無料

内容（予定）
・フライングディスク
・スポーツチャンバラ
・3B体操
・スカイクロス
・京カロム
・ラダーゲッター
・チャレンジ・ザ・ゲーム
・エコロベース

ジ！
チャレン

ーツ
イ！
ポ
ョ
ス
ジ
ー
ン
エ
ニュ

主催：京都府レクリエーション協会
共催：京都府
後援：京都市 京都府教育委員会 京都市教育委員会 公益財団法人京都府体育協会
※体育館内の種目には、上履きをご持参
下さい。駐車場はありませんので、公
共交通機関をご利用下さい。時間内、
出入り自由です。

問合せ先

京都新聞

その他にも、
楽しいあそびを準備して、
お待ちしています

京都府レクリエーション協会
〒601−8047 京都市南区東九条下殿田町70京都府スポーツセンター内
TEL＆FAX 075−634−7584
Email info@kyoto-rec.net
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レクリエーション有資格者・各種団体連絡協議会 開催
前回の「府レクだより夏号」にてお知らせしておりましたレクリエーション有資格者・各種団体連絡協
議会を下記の通り開催いたします。京都府内のレクリエーション愛好者・京都府レク協会加盟団体の皆
様で集まり、レクリエーションを楽しみながら交流し、日頃の活動に関する情報交換等をしてみません
か？ワイワイがやがや、楽しい時間を一緒に過ごしましょう！

平成27年11月28日（土）13：00 〜 29日（日）12：00
丹波自然運動公園会議室・宿泊棟
参加費 3,500円
28日（土）
13：00

受付

13：30

開会
アイスブレーキング

14：30

コミュニケーション・ワーク
ホスピタリティトレーニング
親子向けクラフト（京都市レクリエーション協会）

17：30

夕食・入浴

19：30

交流会

29日（日）
9：00

ニュースポーツでいい汗かこう！
クッブ
パンポン他（城陽市レクリエーション協会）

11：30

昼食・閉会

主
催 有資格者・各種団体連絡協議会
協力団体 城陽市レクリエーション協会 京都市レクリエーション協会
申 込 み 京都府レクリエーション協会へ「氏名・住所・連絡先・保有資格等」をTEL・FAX・Emailにて
お知らせください。

地域協会・団体では、新たな仲間を随時募集しております。
お近くの団体で一緒に活動しましょう！お気軽にお問い合わせください。

一緒に活動
しませんか？
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丹後レクリエーション協会

0772-72-4167（浜岡）

舞鶴市レクリエーション協会

0773-66-1073（舞鶴市教育委員会内）

福知山市レクリエーション協会

0773-22-4523（西沢）

綾部市レクリエーション協会

0773-42-4165（堀川）

南丹船井レクリエーション協会

0771-82-0300（丹波自然運動公園内）

かめおか遊友ネットワーク

0771-22-3162（京都学園大学内）

京都市レクリエーション協会

075-492-3041（船越）

長岡京市レクリエーション協会

075-957-7062（上田）

宇治市レクリエーションサークル

0774-23-6418（中宅）

城陽市レクリエーション協会

0774-54-7232（NPO法人きらっと内）

IDEゆうゆうスポーツクラブ

0774-82-5700（井手町教育委員会内）

おススメアクティビティのご紹介
ふれあい、
交流が深まる！

ユニークなゲームが
たくさん！

楽しみながら
できる運動！

チームのみんなで
記録に挑戦！

チャレンジ・ザ・ゲームが新しくなりました！！
チャレンジ・ザ・ゲームとは？
新
種目

グループで交流しながら記録に挑戦し、遊び感覚でカラダを動かす楽しさを
味わえる新感覚のスポーツ・レクリエーションです。

チームテンカボール

使用する用具：テンカボール

キャッチの仕方でポイントが変わるボールスロー＆
キャッチのゲームです。制限時間内にどれだけポイ
ントを獲得できるかを楽しみます。取りやすいよう
にスローして高得点のキャッチに挑戦しよう！
【人
【隊

数】1チーム4人
形】仲間との間隔を4m空け、1人がボールを持ち、
残りのメンバーはキャッチ＆スローしやすい向きで待機する。
【カウント】ボールをキャッチするごとにキャッチの方法によるポイントを加算する。
・両手キャッチ1P ・クロスキャッチ2P ・カニばさみキャッチ3P
新
種目

スピード・ラダーゲッター

使用する用具：ラダーゲッター

ボールを投げて、全てのラダーにどれだけ早くかけられ
るかを楽しむゲームです。スピードとテクニックが好タ
イムのカギです。
【人
数】1チーム3〜6人
【形
態】先頭だけ専用ボールを持って縦一列に待機する。
【カウント】スタートの合図からすべてのラダーに1個ずつボールがかかった後、全員でラダーを周回して戻るまでのタイムを計る。
新
種目

手のひら健康バレー2分間勝負

使用する用具：ボール・ネット

ネット越しにボールの連続パスを2分間で何回できるかを競うゲーム。椅子に座ったまま行
いますので、高齢者の方にも人気です。
【人
数】1チーム6人
【形
態】専用のネットをはさんで3人ずつ向かい合い、6人が椅子に座る。ネットの高さ110cm
【カウント】時間内にアウトにならずネットを越えた回数の合計が得点となる。
腰を浮かしたり、肘を伸ばしたりしたプレーはアウトになるので、安全に行いえます。
その他、リングを投げ合う「ペアリング・キャッチ」、スティックを使った「キャッチング・ザ・スティック」、
チームワークが最大のカギとなる「むかでタイムレース・10」など、様々な種目があり、飽きることなく楽しむことができます。
用具は、京都府レクリエーション協会にて貸し出しも行いますので、お問い合わせください。

チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員になろう！

レクリエーション用具の貸し出しを行います

チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員とは、チャレン
ジ・ザ・ゲームの記録会および大会の審判、運営にあ
たるとともに、普及・発展に努める指導者のことをい
います。各種目を活用しながら、対象者や場面に応じ
て展開するノウハウを身に付けることで、記録に挑戦
する楽しみ以外にも、健康づくりや仲間づくりなど、
さまざまなチャレンジ・ザ・ゲームの楽しみ方を提供
することができます。
また、「全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム大会」
に参加し、記録を申請することができます。好記録の
場合は、表彰＆賞品GETの可能性もあります。

京都府レクリエーション協会のレクリエーション用具を貸し出します。
（有
料）皆さんの日々の活動に是非ご活用ください。詳しくは、事務局へお問
い合わせください。（下記一例）
ニチレクボール（室内ペタンク） ボール赤6青6

標的球1

アイアン１

チャレンジ・ザ・ゲーム用品

リング・スティック・ボール等

マレットゴルフセット

スティック1

ワーリング

台125㎜

ラダーゲッター

ラダー・ボール・得点板

マンカラ

石53

ボード１

昔あそびセット

ボール１

投球サークル1

パークゴルフセット

ボール2

輪大8小8

解説書

マーカー・ラバディ

傾斜板1

サイコロ

白玉２

けん玉・コマ・めんこ・ビー玉
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事 業 の ご 案 内
事業名

詳しくは、直接申込先へお問い合わせ下さい。たくさんの参加をお待ちしております！
！

バドミントンクラブ

●輪行研修会

●▲梅小路グリーンフェア秋

日

時

10月1日〜12月24日・1月7日〜1月28日
毎週木曜日（11月12日は休み）9：00〜13：00

10月4日㈰ 8：30〜16：30
※雨天中止

10月4日㈯・5日㈰
10：00〜15：00

会

場

城陽市民体育館

JR京都駅中央口前広場

梅小路公園芝生広場

内

容

バドミントンコートを開放しています。輪行の手順を覚えると共にマナー 梅小路公園の芝生広場にて、ポイ
お友達、
ご家族でご参加下さい。
をしっかり身につけましょう。
ントラリーを行います。

参加費

1回 500円

申込先

（公財）城陽市民余暇活動センター
0774−55−6222

京都サイクリング協会
075−314−1671（井原）

京都府レクリエーション協会
075−634−7584

事業名

●▲市民スポーツまつり・
太陽が丘スポーツカーニバル

サニースポーツクラブ京都交流会

朝のさわやか体操

10月12日㈪㈷

9：00〜16：00

日

時

会

場 山城総合運動公園太陽が丘球技場B

内

容

会員200円

10月17日㈯

一般500円

10：00〜11：30

京田辺市立社会福祉センター

無

料

10月17日・11月21日・12月19日・1月16日
7：30〜8：00
城陽市民体育館前広場

エコロベースの指導とパラバルン 運動しないともったいない！！
誰でもできる体操ですので気軽に
音楽に合わせてヨガレッチを。
ご参加下さい。雨天時は体育館で
楽しくカラダを動かしましょう。 行います。
無

参加費

料

無

料

無

料

申込先

宇治市レクリエーションサークル
FAX 0774−23−6418（中宅）

サニースポーツクラブ京都
（公財）城陽市民余暇活動センター
090−8881−7461（長谷川）
0774−55−6222

事業名

小学生こうのすやまエコロベースクラブ

●女性のためのスポーツ
レクリエーション教室
《Ⅳ》

日

時

10月17日㈯・11月21日㈯・12月19日㈯・ 10月23日〜12月4日 毎週金曜日
（全6回 11月6日は休み）10：00〜11：30
1月16日㈯ 16：00〜18：00

会

場

城陽市民体育館競技場

城陽市民体育館競技場

●平成27年度福祉レクリエーション
講習会第2回

10月24日㈯
10：00〜16：00
京都YMCA国際福祉専門学校

城陽生まれの「エコロベース」の体 初めての方でも手軽に取り組めるス 施設型レクリエーション 集団・個別レクリエーショ
内 容
ポーツを実施。毎回違う種目です。 ン／ホスピタリティ／ユマニチュード／クラフト等
験。体育館シューズが必要です。
無

参加費
申込先
事業名

料

1,500円

（公財）城陽市民余暇活動センター （公財）城陽市民余暇活動センター
0774−55−6222
0774−55−6222

●▲レクリエーションフェスタ秋
10月25日㈰

10：00〜15：00

日

時

会

場 山城総合運動公園太陽が丘 あそびの森

内

容

松陽秋まつり
11月14日㈯

9：30〜15：30

京都市立松陽小学校

誰もが気軽に参加できる各種ニュ 京カロムの体験
ースポーツの体験コーナーです。
無

参加費

料

無

1,000円
福祉レクリエーションネットワーク京都
FAX 075−882−5896（清水）・FAX 075−957−4310（高橋）

●▲第10回綾部フライングディスク大会
11月14日㈯

10：00〜15：30

綾部市総合運動公園
健常者と障がいを持つ方のフライ
ングディスク大会です。

料

500円

申込先

京都府レクリエーション協会
075−634−7584

京カロム協会
090−9099−5508（湯谷）

綾部市レクリエーション協会
090-5897-8980（井関）

事業名

西京区民ふれあいまつり

●▲命の水を運ぼう
〜城陽バケツリレー2015〜

●牛乳パックを使ったクラフト

11月21日㈯

10：00〜15：00

日

時

会

場 京都市西文化会館ウエスティ周辺

内

容

京カロムの体験

無

参加費
申込先

11月23日㈪㈷

8：30〜13：30

鴻ノ巣山運動公園レクリエーションゾーン

２月13日㈯

13：00〜16：00

京都テルサ東館3階スポーツ団体事務室

命の源である水に感謝し、バケツ 身近な材料の再利用で物作りを楽
をつなぎましょう。
しみながら支援のコツやポイント
を一緒に学びましょう。
料

京カロム協会
090−9099−5508（湯谷）

無

料

（公財）城陽市民余暇活動センター
0774−55−6222

500円（別途、材料費）
京都市レクリエーション協会
075−865−2967（山﨑）

※レクリエーション・インストラクター資格取得のための現場実習対象事業です。 ●：事業参加 ▲：運営スタッフ参加
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