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事 業 の ご 案 内
バドミントンクラブ

事業名
開催日

1月10日〜3月14日

▲新春！凧揚げの日

●第125回市民サイクリング（初詣）

1月13日（日）

1月13日（日）

毎週木曜日

時

間

9：00〜13：00

9：30〜16：00

9：30〜13：00

会

場

城陽市民体育館競技場

城陽五里五里の丘

東本願寺噴水前集合

内

容 お友達、ご家族で参加ください。

バドミントンコートを開放しています
※体育館シューズ持参
1回

参加費
申込み

大芝生広場でみんなで凧揚げしよう。 八幡市の飛行神社で交通安全や旅行
凧作り教室も開催（有料）
などの祈願をします。約20㎞

500円

無料（凧の制作・販売は有料）

公益財団法人城陽市民余暇活動センター 木津川運動公園 城陽五里五里の丘
0774−55−6222
0774−66−6022

会員800円

京都サイクリング協会
075-314-1671（井原）

事業名

小学生こうのすやま
エコロベースクラブ

●▲軽スポーツ教室

▲スプリングフェスタ
〜外で遊ぼう、みんなであそぼう〜

開催日

1月19日・2月16日・3月16日土曜日

2月8日〜3月15日毎週金曜日（全6回）

3月3日（日）

時

間

16：00〜17：30

10：00〜11：30

9：00〜16：00

会

場

城陽市民体育館競技場

城陽市民体育館競技場

城陽五里五里の丘

内

容

ファミリーバドミントン・ショートテニ
城陽生まれの「エコロベース」の体験。
イベントブースやステージ、マルシェな
スなどを実施。※体育館シューズ持参
※体育館シューズ持参
ど。春のはらっぱを遊びつくそう。
（事業参加2日以上・スタッフ参加3日以上参加）

無料

参加費
申込み

1500円

無料（飲食・体験ブースは一部有料）

公益財団法人城陽市民余暇活動センター 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 木津川運動公園 城陽五里五里の丘
0774−55−6222
0774−55−6222
0774−66−6022

事業名

●平成30年度福祉レクリエーション講習会

開催日

3月9日（土）

時

間

13：00〜16：00

会

場

京都YMCA国際福祉専門学校

内

容 身近なものを使って楽しいレクリエーション

参加費

500円

申込み

福祉レクリエーション・ネットワーク京都
ＦＡＸ 075-957-4310（髙橋）10〜16時

2019 Vol,89

一般1,200円

E-mail：info@kyoto-rec.net
URL：http://www.kyoto-rec.net

本紙は、スポーツ振興くじの
助成金を受けて発行しています。

第16回レクリエーション大会㏌京都
〜チャレンジ！エンジョイ！ニュースポーツ〜
開催日

平成 30 年 12 月 1 日（土）

会

場

京都府立大学体育館

共

催

京都府

参加者

約 250 名

種

フライングディスク／スポーツチャンバラ／３Ｂ体操
チャレンジ・ザ・ゲーム／ラダーゲッター／日本カロム道場

目

終了

●▲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（●：事業参加 ▲：運営スタッフ参加）

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西

レクリエーション活動に関する
お便りや、ご意見・ご感想を
お寄せください！
京都府レクリエーション協会は、皆様からのレクリエー
ション活動に関するお便りや、ご意見・ご感想をお待ちし

今年で１６回目を迎える「レクリエーション大会ｉｎ京都〜
チャレンジ！エンジョイ！ニュースポーツ〜」を開催しました。
近隣の小学生とそのご家族を中心に、たくさんの方にご参
加いただき、笑顔いっぱいのイベントとなりました。

る思い、自慢の一品、得意な遊び、
「府レクだより」
へのリ

フェイスブックでも、京都府レクリエーション協会をチェック！
たくさんの仲間とつながり、
レクリエーションを楽しみましょう

クエスト等、お気軽にお寄せください。

京都府レクリエーション協会

ております。日頃の活動の様子やレクリエーションに対す

火曜日〜金曜日

〜Sport for Life〜
大会マスコット

スフラ

※今回は「ワールドマスターズゲームズ2021関西」の
「TSUNAGUプログラム」としての開催でもありました。

https://www.facebook.com/kyorec
または、

京都府レクリエーション協会

で検索！

10:00〜17:00（土・日・月・祝日休み）

※１２月２９日〜１月７日は、冬期休暇のため事務局業務を休ませていただきます。
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京都府レクリエーション協会に新たな仲間が加わりました！

事業レポート

「スカイクロスジャパンオープン2018大会」
11月10日
（土） 宝ヶ池公園いこいの森

参加者１２０名

晴天の中、紅葉が美しい京都宝ヶ池公園で「スカ
イクロスジャパンオープン2018大会」を開催しまし
た。関西一円の愛好者のみならず、愛知県からの参
加もあり、多くの方々に楽しんでいただきました。
スカイクロスは“いつでも・どこでも・だれでも”
簡単にできる京都生まれのニュースポーツです。仲
間づくりにも最適です。興味のある方は是非、お訪
ねください。
京都スカイクロス協会

Team KUSABI 〜 チ ー ム ク サ ビ 〜
私たちteam Kusabi(チームクサビ)は、
メンバーそれぞれ職業を持ちながら、
自分の培ってきた
スキルや経験を、
地域や社会のために役立つようなイベント・取り組みを行っています。
メンバー全員、
スポーツ経験者ということで、
スポーツがもつ、
魅力や価値を大事にしながら、
スポーツとは違う他のジャンルの団体様や活動と組み合わせることで、
日常では出会えないような
人や場から、
参加者一人一人が何か感じ、
新たな行動や、
気持ちの変化が生まれるように取り組み、
誰もが自分らしく納得した人生を歩んでいける社会を実現していきたいと考えております。
”KUSABI＝くさび”は、
”KUSABI＝くさび”
は、
サッカーの世界で
「攻撃のきっかけとなるパス」
を意味します。
”KUSABI”の活動に興味を持って頂いた方や、
一緒に何か行動したい方や団体がおられましたら
ぜひ、
一緒にくさびを打ちましょう！どうぞ、
宜しくお願いします。

岡地勝至

「公益社団法人日本３B体操協会創立47周年記念大会」
９月25日
（土） 伏見港公園体育館

参加者５７０名

草川会長を御来賓に迎え、京都府立伏見港公園総合体育館に
て、京都府内より一般の方々と３Ｂ体操愛好者５７０名とご一
緒に脳トレパッチンベルダーやベル・ジャンケンエクササイズ
等、レクリエーション的要素をふんだんに使ったエクササイズ
で心地よい汗をかき、思わず笑みがこぼれる爽やかなひととき
を過ごしました。
公益社団法人日本３B体操協会京都府支部

円城寺久美子

ご当地温泉卓球交流会＠京都

一緒に活動しませんか？
京都府レクリエーション協会には、現在２７団体が加盟しています。一年を通して様々な活動を展開しております。随時、
お仲間も募集しておりますので、一緒に活動してみませんか？京都府レクリエーション協会へご連絡いただければ、紹介
させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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舞鶴市レクリエーション協会

15 （公社）
日本３B体操協会京都府支部

2

福知山市レクリエーション協会

16 京都スカイクロス協会

3

綾部市レクリエーション協会

17 日本カロム道場

4

かめおか遊友ネットワーク

18 （一社）茶道裏千家淡交会総本部

5

南丹船井レクリエーション協会

19 （公財）京都YMCA

6

京都市レクリエーション協会

20 （公財）青少年野外活動総合センター

7

長岡京市レクリエーション協会

21 京都市体育振興会連合会

8

城陽市レクリエーション協会

22 （公財）京都市ユースサービス協会

9

IDEゆうゆうスポーツクラブ

23 京都福祉レクリエーション研究会

10 京都サイクリング協会

24 福祉レクリエーションネットワーク京都

11 京都府フライングディスク協会

25 （公財）城陽市民余暇活動センター

12 京都府スポーツチャンバラ協会

26 サニースポーツクラブ京都

13 NPO日本エコロベース普及協会

27 チームKUSABI

パトラン【パトロール

ランニング】

Team KUSABIの主な活動

14 京都府シェアリングネイチャー協会

京都のスポーツ情報はココをチェック！
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京都府生涯学習・スポーツ情報 http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/
スポーツウェブ京都 http://sportsweb-kyoto.com/
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