小学生ラグビースクール

事業名

5月11日〜6月29日

実施日
時

間

会

場

内

容

１stステージ

バドミントンクラブ

毎月曜日（全8回）

5月14日〜7月16日

毎週木曜日

18：00〜19：30

9：00〜13：00

鴻ノ巣山運動公園多目的広場（雨天体育館）

城陽市民体育館競技場

小学生対象。遊びからラグビーを始めてみましょう。 バドミントンコートを開放します。お友達、ご家族
ラグビーを学びながら楽しく体を動かしましょう。
でご参加ください。
2,400円

参加費

１回500円

（公財）城陽市民余暇活動センター

申込先

小学生こうのすやま

事業名

エコロベースクラブ

5月16日，6月20日，7月18日

実施日

6月5日〜7月10日

16：00〜17：30

会

場

城陽市民体育館競技場

容

小学生対象。城陽生まれの「エコロベース」を体
験しましょう。体育館シューズが必要です。

城陽市民体育館競技場
楽しく体を動かしましょう。
事業参加（2日以上）スタッフ参加（3日以上）

無料

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。

1,800円

（公財）城陽市民余暇活動センター

申込先

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

毎週金曜日

10：00〜19：30

間

参加費

0774-55-6222

●▲女性のためのスポーツレクリエーション教室《Ⅱ》

第3土曜日

時

内

春号

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、事業の縮小・中止の可能性
があります。参加される場合は、事前に必ずご確認ください。

事 業 の ご 案 内

0774-55-6222

●▲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）

第２4回 京都府レクリエーション協会表彰の受賞者が決定しました

アンケートにご協力ください。
京都府レクリエーション協会は、平成31年度スポー
ツ振興くじ助成金353,000円の交付を受け、「府レク
だより」を発行しました。今後も引き続き、レクリ
エーション情報の発信に努めたいと思いますので、下
記のアンケートにご協力ください。

・

ちょうどよい

・

2．「府レクだより」に掲載してほしい記事はどんなも
のですか？

）

3．その他、お気づきのことがありましたらご記入く
ださい。

（

）

また、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・ご感想も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
TEL&FAX 075-634-7584 Email info@kyoto-rec.net
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千晶 氏

（綾部市レクリエーション協会）

西村

元宏 氏

（舞鶴市レクリエーション協会）

服部

晃佳 氏

（一般社団法人茶道裏千家淡交会総本部）

日紫喜

俊暁 氏（舞鶴市レクリエーション協会）

おめでとうございます！今後のご活躍を期待しております。

京都府レクリエーション協会では、レクリエーション有資格者や加盟団体が行う事業に対して助成
を行い活動を支援することで、レクリエーション活動の普及振興を図っています。興味のある方は、
当協会事務局へお問い合わせください。

少ない

（

栢分

令和2年度レクリエーション有資格者・加盟団体活動助成事業を募集しています

1．「府レクだより」発行の回数について
（※現在は、年間 4 回発行しています。
）
多い

＜功労賞＞

功労賞

※5月・6月に開催を予定しておりました下記の事業については、延期・中止となりました。
5月3・4日 梅小路グリーンフェア春（中止） 5月31日 レクリエーション・フェスタ春（中止）
6月13〜14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（延期・開催日未定）

事業実施期間

令和2年4月1日〜令和3年3月31日

助成対象団体

京都府内のレクリエーション有資格者グループ
京都府レクリエーション協会加盟団体

助成対象事業

参加者がレクリエーション活動を開始するきっかけとなる府民向け事業
有資格者の仲間
（グループ）
作りを進め、今後のレクリエーション活動を促す機会
となる事業
レクリエーションのスキルアップに繋がる事業

助

額

1事業につき、
1〜3万円

限

令和2年5月15日
（金）

申

成
請

期

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）
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京都府レクリエーション協会 事業計画

令和2年度
１．
普及振興事業

５．
審査事業

［主催事業］ 第18回レクリエーション大会㏌京都／レク
レクリエーション・インストラクターの新規資格登録審
リエーションフェスタ春・秋
査／レクリエーション・インストラクター養成事業の講
［受託事業］ 京都府民総合体育大会オープニングフェス
座認定／レクリエーション有資格者・加盟団体支援事
ティバル／ねんりんピック京都府予選会
（マ
業費の交付審査／新規加盟団体の加盟審査／後援名
レットゴルフ・パドルテニス・ウォークラリー）
義依頼の許可
／ねんりんピック京都市予選会
（パドルテニ
６．
顕彰事業
ス）
／梅小路グリーンフェア春・秋／伏見港
第24回京都府レクリエーション協会表彰／関係団体
公園事業／総合型地域スポーツクラブ紫
等への表彰者推薦
明倶楽部ニュースポーツ教室
［共催事業］ 全国一斉
「あそびの日」
キャンペーン／スプ ７．
講師派遣事業
リングフェスタ／ＳＫＹふれあいフェスティバ
関係機関・団体への講師派遣及び役員派遣
ル2020
８．
需品販売事業
［協力事業］ 教員免許状更新講習会
レクリエーション関係用具の販売斡旋及び貸出
２．
指導者養成事業
課程認定校関連
レクリエーション・インストラクター養成講習会／レクリ ９．
エーション有資格者・加盟団体フォローアップ研修会／
福祉セミナー／生涯スポーツ指導者研修会

課程認定校との調整会議の開催及び交流イベントの開
催

レクリエーション有資格者の事業に助成金交付／加盟
団体の事業に助成金交付

「ワールドマスターズゲームズ2021関西」
実行委員会
の立ち上げ・会議の開催及び関連事業の実施・協力
11．
その他

４．
情報サービス・広報事業
「府レクだより」
の編集・発行／ホームページ・フェイス
ブックの運用

（円）

科

目

会費
寄付金
助成金
スポーツ振興くじ助成金
登録料交付金
課程認定校活動支援費
事業収入
普及振興事業（主催）
普及振興事業（受託）
指導者養成事業
指導者認定事業
レク有資格者支援事業
広告料
講師派遣事業
需品販売収入
需品貸出料
雑収入
事務局基盤整備基金繰入金
前年度繰越金
収入合計
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予

算

500,000
0
200,000
0
1,126,250
210,000
2,549,500
80,000
1,355,000
391,000
11,000
110,000
2,500
120,000
462,000
18,000
14,250
700,000
400,000
5,700,000

地域団体
地域に根ざした多様な活動を
行っています

種目団体

領域団体

種目の普及を通して府民の
健康づくりに貢献していま

各専門分野において社会貢献
に努めています

舞鶴市レクリエーション協会

京都サイクリング協会

（一社）茶道裏千家淡交会総本部

福知山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

（公財）京都ＹＭＣＡ

綾部市レクリエーション協会

京都府スポーツチャンバラ協会

（公財）青少年野外活動総合センター

かめおか遊友ネットワーク

NPO 法人日本エコロベース普及協会

南丹船井レクリエーション協会

京都市体育振興会連合会

（一社）日本 3B 体操協会京都府支部 （公財）京都市ユースサービス協会

京都市レクリエーション協会

京都スカイクロス協会

長岡京市レクリエーション協会

日本カロム道場

福祉レクリエーション・ネットワーク協会
（公財）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

NPO 法人サニースポーツクラブ京都

IDE ゆうゆうスポーツクラブ

チーム KUSABI

課程認定校一覧
佛教大学

華頂短期大学

龍谷大学短期大学部

京都福祉専門学校

京都先端科学大学

京都医健専門学校

近畿ブロック関係事業への協力等

令和２年度 京都府レクリエーション協会
〈収入〉

随時、お仲間を募集しています。一緒にレクリエーションを楽しみましょう！
興味のある方は、京都府レクリエーション協会へご連絡ください。

日々、
レクリエーションを学び、指導者を目指しています。

10．
特別事業

３．
レクリエーション有資格者・加盟団体支援事業

京都府レクリエーション協会加盟団体

〈支出〉

予算
（円）

科

目

事務局経費
賃金
負担金
運営諸経費
事業費
普及振興事業（主催）
普及振興事業（受託）
指導者養成事業
有資格者支援事業
レク有資格者・加盟団体活動支援費
課程認定校活動支援費
情報サービス広報事業
顕彰事業
講師派遣事業
需品販売支出
予備費
支出合計

予

算

2,366,500
1,550,000
123,000
693,500
3,283,500
230,000
1,122,000
383,000
128,000
400,000
50,000
535,500
50,000
55,000
330,000
50,000
5,700,000

レクリエーションカタログ2020
（４月〜）が出来上がりました。
レクリエーション有資格者・
加盟団体・課程認定校の皆様
には定価の10％割引き、一
％割引き、一
般の方は５％割引きさせてい
ただきます。カタログをご希
望の方は、京都府レクリエー
ション協会へご連絡ください。

日本レクリエーション協会では、
こんな今だからこそ！
おうちの中で楽しめる運動・あそび

（牛乳パックや折り紙等、身近にある物を使った
クラフトや一人でできるリズム体操等）

自宅で気軽に体を動かすプログラム！タクスポ

（Let s 歌体操や楽しいストレッチ・エクササイズ等）

を発信しています。
自宅で楽しく過ごすための様々なレクリエーションを
紹介していますので、是非チェックしてみてください。

日本レク協会ＨP

https://www.recreation.or.jp/
https://www.recreation.jp/

レクリエーション資格更新対象者の皆様へ
6月はレクリエーション資格の更新月です。有効期限が
2020年6月30日の皆様には、既に日本レクリエーショ
ン協会より更新のご案内が届いていることと思いますの
で、お手続きください。不明な点等がございましたら京
都府レクリエーション協会へお問い合わせください。
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京都府レクリエーション協会加盟団体
随時、お仲間を募集しています。一緒にレクリエーションを楽しみましょう！
興味のある方は、京都府レクリエーション協会へご連絡ください。
地域団体
地域に根ざした多様な活動を
行っています

種目団体

領域団体

種目の普及を通して府民の
健康づくりに貢献していま

各専門分野において社会貢献
に努めています

舞鶴市レクリエーション協会

京都サイクリング協会

（一社）茶道裏千家淡交会総本部

福知山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

（公財）京都ＹＭＣＡ

綾部市レクリエーション協会

京都府スポーツチャンバラ協会

（公財）青少年野外活動総合センター

かめおか遊友ネットワーク

NPO 法人日本エコロベース普及協会

南丹船井レクリエーション協会

京都市体育振興会連合会

（一社）日本 3B 体操協会京都府支部 （公財）京都市ユースサービス協会

京都市レクリエーション協会

京都スカイクロス協会

長岡京市レクリエーション協会

日本カロム道場
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（公財）城陽市民余暇活動センター
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（牛乳パックや折り紙等、身近にある物を使った
クラフトや一人でできるリズム体操等）

自宅で気軽に体を動かすプログラム！タクスポ

（Let s 歌体操や楽しいストレッチ・エクササイズ等）

を発信しています。
自宅で楽しく過ごすための様々なレクリエーションを
紹介していますので、是非チェックしてみてください。

日本レク協会ＨP

https://www.recreation.or.jp/
https://www.recreation.jp/

レクリエーション資格更新対象者の皆様へ
6月はレクリエーション資格の更新月です。有効期限が
2020年6月30日の皆様には、既に日本レクリエーショ
ン協会より更新のご案内が届いていることと思いますの
で、お手続きください。不明な点等がございましたら京
都府レクリエーション協会へお問い合わせください。
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実施日
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毎週木曜日
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鴻ノ巣山運動公園多目的広場（雨天体育館）

城陽市民体育館競技場

小学生対象。遊びからラグビーを始めてみましょう。 バドミントンコートを開放します。お友達、ご家族
ラグビーを学びながら楽しく体を動かしましょう。
でご参加ください。
2,400円

参加費

１回500円

（公財）城陽市民余暇活動センター

申込先

小学生こうのすやま

事業名

エコロベースクラブ

5月16日，6月20日，7月18日

実施日

6月5日〜7月10日

16：00〜17：30

会

場

城陽市民体育館競技場

容

小学生対象。城陽生まれの「エコロベース」を体
験しましょう。体育館シューズが必要です。

城陽市民体育館競技場
楽しく体を動かしましょう。
事業参加（2日以上）スタッフ参加（3日以上）
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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。
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10：00〜19：30
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春号

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴い、事業の縮小・中止の可能性
があります。参加される場合は、事前に必ずご確認ください。
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第２4回 京都府レクリエーション協会表彰の受賞者が決定しました

アンケートにご協力ください。
京都府レクリエーション協会は、平成31年度スポー
ツ振興くじ助成金353,000円の交付を受け、「府レク
だより」を発行しました。今後も引き続き、レクリ
エーション情報の発信に努めたいと思いますので、下
記のアンケートにご協力ください。

・

ちょうどよい

・

2．「府レクだより」に掲載してほしい記事はどんなも
のですか？

）

3．その他、お気づきのことがありましたらご記入く
ださい。

（

）

また、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・ご感想も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、得意な遊び等、お気軽にお寄せください。
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千晶 氏

（綾部市レクリエーション協会）

西村

元宏 氏

（舞鶴市レクリエーション協会）

服部

晃佳 氏

（一般社団法人茶道裏千家淡交会総本部）

日紫喜

俊暁 氏（舞鶴市レクリエーション協会）

おめでとうございます！今後のご活躍を期待しております。

京都府レクリエーション協会では、レクリエーション有資格者や加盟団体が行う事業に対して助成
を行い活動を支援することで、レクリエーション活動の普及振興を図っています。興味のある方は、
当協会事務局へお問い合わせください。

少ない

（

栢分

令和2年度レクリエーション有資格者・加盟団体活動助成事業を募集しています

1．「府レクだより」発行の回数について
（※現在は、年間 4 回発行しています。
）
多い

＜功労賞＞

功労賞

※5月・6月に開催を予定しておりました下記の事業については、延期・中止となりました。
5月3・4日 梅小路グリーンフェア春（中止） 5月31日 レクリエーション・フェスタ春（中止）
6月13〜14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（延期・開催日未定）

事業実施期間

令和2年4月1日〜令和3年3月31日

助成対象団体

京都府内のレクリエーション有資格者グループ
京都府レクリエーション協会加盟団体

助成対象事業

参加者がレクリエーション活動を開始するきっかけとなる府民向け事業
有資格者の仲間
（グループ）
作りを進め、今後のレクリエーション活動を促す機会
となる事業
レクリエーションのスキルアップに繋がる事業

助

額

1事業につき、
1〜3万円

限

令和2年5月15日
（金）

申

成
請

期

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）
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