夏号
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第２３回京都府レクリエーション協会表彰式を執り行いました。
５月１９日（日）京都テルサ

【特別功労賞】 澤田
【功

労

賞】 東

正一氏（綾部市レクリエーション協会）
伃枝子氏（京都市レクリエーション協会）

井手八重子氏（京都市レクリエーション協会）
田中美奈子氏（舞鶴市レクリエーション協会）
西尾朱實子氏（綾部市レクリエーション協会）
山本

一男氏（IDEゆうゆうスポーツクラブ）

おめでとうございます！今後、益々のご活躍を期待しております。

平成31年度レクリエーション有資格者・加盟団体助成事業が決定しました
京都府レクリエーション協会は、本事業を通してレクリエーション公認指導者
及び加盟団体の活発な活動を支援しています。
団

体

名

助

成

事

業

名

助成額

京都市レクリエーション協会

ウダさんのゲームの達人講習会

３万円

公益社団法人日本３Ｂ体操協会京都府支部

３Ｂ体操で心と体の健康づくり

２万円

サニースポーツクラブ京都

サマーキャンプ2019

３万円

公益財団法人青少年野外活動総合センター

城陽五里五里の丘健康体操で元気になろう

２万円

公益財団法人城陽市民余暇活動センター

ラグビーワールドカップ2019開幕試合をみんなで
応援しよう（仮称）

２万円

ＣＯＭの会

第15回記念COMの会コミュニケーションセミナー

３万円

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

京都府レクリエーション協会

火曜日〜金曜日

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）

※８月１４日〜１６日は、夏季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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事業レポート

「レクリエーション・フェスタ春」

「ねんりんピック
紀の国わかやま
2019
京都府予選会」

共催：公益財団法人京都府公園公社
協力：城陽市レクリエーション協会 京都府フライングディスク協会
公益社団法人日本３B体操協会京都府支部

５月27日

協力：南丹船井レクリエーション協会／
京丹波町パークゴルフクラブ

○パークゴルフ
○ウォークラリー

山城総合運動公園太陽が丘

参加者約500名

山城総合運動公園太陽が丘のあそびの森にて、各種スポー
ツ・レクリエーションの体験イベントを開催いたしました。
多くの方に参加していただき
笑顔のあふれる１日となりま
した。

４月16日
須知公園パークゴルフ場
５月3日 梅小路公園

第32回全国健康福祉祭和歌山大会「ねんりん
ピック紀の国2019」に出場する京都府代表
選手が決定しました。11月の本大会でのご活
躍を期待しております！
※第32回全国健康福祉祭和歌山大会
「ねんりんピック紀の国2019」11月9日〜12日

「レクリエーション有資格者・
加盟団体フォローアップ研修会」
主管：南丹船井レクリエーション協会

６月15日〜16日
丹波自然運動公園 参加者31名

「ワールドマスターズゲームズ 2021
関西をはじめとする
大規模国際スポーツ大会 PR イベント」

緑豊かな丹波自然運動公園でウォークラリーを
楽しんだり、ボッチャ・卓球バレー・フライン
グディスクの障がい者スポーツを体験したり、
クラフト・手作りあそびを行う等、２日間で盛
りだくさんの内容でした。様々なアクティビ
ティを通して会員相互の交流を図り、今後の活
動につながる有意義な研修会となりました。

６月30日

ハンナリーズアリーナ

ラダーゲッターとフライングディスクの体験
コーナーを担当しました。ほとんどの方が初め
て目にするニュースポーツに興味津々で、楽し
んでいただきました。

「2019 年課程認定校交流大会 フォトロゲイニング® 体験会
@ 京都先端科学大学亀岡キャンパス」
６月２日

京都先端科学大学亀岡キャンパス

参加者143名
京都府内の課程認定校でレク
リエーションを学ぶ学生を対
象に交流大会を開催しまし
た。昨年大好評であったフォ
トロゲイニング® をさらにバー
ジョンアップして行い、学校
の枠を超えた交流を図ること
ができました。
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アジア初！世界最大級のスポーツ祭

「ワールドマスターズゲームズ2021関西」
をご存知ですか？
４年に１度の世界最大級のスポーツ祭！
35競技59種目が関西一円で開催されます。
世界中のスポーツ愛好者と一緒に
盛り上がりましょう！

Ｑ. 誰でも参加できるの？
Ａ. おおむね30歳以上であれば誰でも参加可能。

スポーツ経験の有無や実績は不問。予選も無し！

Ｑ. 何人くらいが参加するの？
Ａ. 参加目標は約５万人。海外からもたくさんのスポーツ愛好者が参加します！
Ｑ. どんな競技にどうやって参加できるの？
Ａ. 公式競技は35競技59種目。

ホームページをチェック！ https://www.wmg2021.jp/
京都府では、カヌー（マラソン）・ソフトテニス・ゲートボール・トライアスロン
（デュアスロン）・フライングディスク（アルティメット）・ハンドボール・自転車
（マウンテンバイク）が開催されます。
この他、オープン競技として30競技（スポーツクライミング・ダブルダッチ・ペタ
ンク等）が開催されます。

Ｑ. ボランティアの募集はあるの？
Ａ. 受付・案内・競技・言語通訳など、関西全体で延べ6万人を募集予定。
2021年5月14日（金）開会式
お 知 ら せ
「第７３回全国レクリエーション大会 in 宮城 2019」
９月13日（金）〜15日（日）
第３２回全国健康福祉祭和歌山大会

「ねんりんピック紀の国2019」
11月9日（土）〜12日（火）

京都市左京区岡崎エリア一帯
公認指導者資格の更新手続きを忘れていませんか？
6月は公認指導者資格の更新月でした。更新対象者には公益
財団法人日本レクリエーション協会より案内をお送りしており
ます。手続きがお済みでない方は、京都府レクリエーション協
会事務局へご連絡ください。
便利でレクリエーション情報が満載の“レクぽ”への登録もお願
いします！
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事 業 の ご 案 内
事業名

●2019年度福祉レクリエー 小学生ラグビースクール
●女性のためのスポーツ ▲〜親と子とのあそびのフェスティバル〜
バドミントンクラブ
２ndステージ
ションワークショップ 第２回
レクリエーション教室《Ⅲ》 第30回城陽市あそびのはくぶつ館

開催日

８月31日（土）

９月２日〜11月18日 毎週月曜日
（9/16.23.10/14.11/4は休み）全8回

９月５日〜10月31日
毎週木曜日

９月６日〜10月25日
毎週金曜日（9/13・10/4は休み）

９月８日（日）

時 間

13：00〜16：00

18：00〜19：30

9：00〜13：00

10：00〜11：30

9：00〜16：00

城陽市民体育館競技場

城陽市民体育館競技場

鴻ノ巣山運動公園多目的広場

会 場 京都YMCA国際福祉専門学校 鴻ノ巣山運動公園多目的広場

あそびからラグビーを始め
女性のための運動不足解消
ボードゲームを体験し
バドミントンコートを開
ビー玉遊び／ストーン
てみましょう。ラグビーを
を目的としたプログラムで
内 容 よ う。 指 先 を 動 か し、
放します。お友達・ご家
ゲーム／ビンゴチャレ
学びながら楽しく体を動か
す。（現場実習としての参加
元気になろう。
族でご参加ください。
ンジ
しましょう。小学生対象
の場合は、2日以上参加）
参加費

500円

2,400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）
受付時間（平日）9時〜18時

1回：500円

1,800円

城陽市民余暇活動センター
0774-55-6222

事業名

バドミントン教室
《Ⅱ》

開催日

９月19日〜11月７日
毎週木曜日 全８回

９月21日（土）

９月28日（土）

11月17日（日）

時 間

10：00〜12：00

16：00〜17：30

10：00〜15：00

9：00〜14：30

会 場

城陽市民体育館競技場

城陽市民体育館競技場

山城総合運動公園太陽が丘

城陽五里五里の丘(京都府立木津川運動公園)

城陽市民余暇活動センター 城陽市民余暇活動センター 城陽市レクリエーション協会
0774-55-6222
0774-55-6222
080-2507-1197（今西）

小学生こうのすやま ▲KYOTO Sports
エコロベースクラブ
Day 2019

▲熱気球フェスタ2019

初めてラケットを握る方
フライングディスクやラダー 熱気球がはらっぱに上がります。ごりごりの丘の森をつくる「植
城陽生まれの「エコロ
から上級者まで個人レベ
ゲ ッ タ ー 等、 誰 も が 気 軽 に 樹とどんぐりクラフト」や「砂山たからさがし」「竹ブランコ」
内 容
ベース」の体験。体育
ルに合わせて楽しめるよ
楽しむことのできるニュース などが登場します。はらっぱマルシェでは「秋の味覚大集合（仮
館シューズが必要です。
う指導しています。
ポーツコーナーを担当します。 称）」をテーマに山城地域のおいしいものが集まります。
参加費

3,600円

1回：550円

申込み

城陽市民余暇活動センター
0774-55-6222

無料
城陽市民余暇活動センター
0774-55-6222

無料

入場料・駐車場無料、気球搭乗・一部ブース・
マルシェ有料、ステージ観覧無料

京都府レクリエーション協会 城陽五里五里の丘（府立木津川運動公園）
075-634-7584
0774-66-6022

●▲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）

宇治市小倉町春日森 25 番地
☎0774-21-7088

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る思い、自慢の一
品、得意な遊び、
「府レクだより」
へのリクエスト等、お気軽にお
寄せください。
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無料

熱 気 球 フ ェ ス タ2019に
おける熱気球搭乗の申込
受付を行います。今年も
往復はがきによる募集を
行い、10/18に抽選を行
います。往復はがきの書
き方は公園ホームページ
http://fmtpark.comをご
確認ください。
募集400名。搭乗時間8時
〜14時（昼休憩あり。時
間は選べません）。往復は
がき１枚につき４人まで
応募できます。中学生以
上1,500円、 小 学 生 以 下
1,000円（当日お支払い）

