


2　府レクだより　2014　Vol,70　春号

平成26年度　京都府レクリエーション協会　事業計画

① 第12回レクリエーション大会in京都【京都府共催事業】
② ニューエルダー元気塾【文部科学省再委託事業】
③ 「歩育」イベント【近畿各府県レクリエーション協会共催事業】 
④ ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク【公益財団法人ライフスポーツ財団助成事業】
⑤ 京都府公園公社共同事業（仮称）【公益財団法人京都府公園公社共催事業】
① 京都府民総合体育大会オープニングフェスティバル【（公財）京都府体育協会より受託】
② ねんりんピック京都府予選会【（公財）京都ＳＫＹセンターより受託】
③ 梅小路グリーンフェア【（公財）京都市都市緑化協会より受託】
① 全国一斉「あそびの日」キャンペーン
② 「あそびの城」への支援

① レクリエーション・インストラクター養成
② 有資格者のレベルアップセミナー
③ 高齢者福祉セミナー 
④ 生涯スポーツ指導者研修会

主催事業

受託事業

共催事業

普及振興事業1

指導者養成事業2

① 加盟団体の事業に助成金交付
② 有資格者の事業に助成金交付

加盟団体・指導者助成事業3

① 「府レクだより」の編集・発行
② ホームページの運用

情報サービス・広報事業4

① 「レクリエーション・インストラクター」
　 の新規資格登録審査
② 「レクリエーション・インストラクター」
　 養成事業の講座認定
③ 指導者支援・助成金の交付審査
④ 新規加盟団体の加盟審査
⑤ 後援名義依頼の許可

審査事業5

① 京都府レクリエーション協会表彰
② （公財）日本レクリエーション協会・
　 行政関係・各種団体への表彰者推薦

顕彰事業6

① 関係機関・団体への講師派遣
② 関係機関・団体への役員派遣

講師等派遣事業7

① レクリエーション関係用具の販売斡旋
② レクリエーション関係用具の貸出

需品販売事業8

① 課程認定校との調整会議の開催
② 課程認定校交流イベントの開催

課程認定校関連9

① 近畿ブロック関係事業への協力

その他10

京都府レクリエーション協会は昨年度、新たな市町村レクリエーション協会の立ち上げを行う等、レクリ
エーション有資格者の地域に根ざした活動を支援してきたこともあり、所属会員の登録更新率を維持するこ
とができた。また、若い世代のレクリエーション愛好者・有資格者を養成するため、課程認定校との連携強
化を進めてきたが、新規のレクリエーション有資格者を増加させるには至らなかった。
平成26年度は、課程認定校との連携強化を継続して進めることはもとより、公益財団法人日本レクリエー
ション協会や行政・各種関係団体とのパートナーシップを深めながらより多くの府民にレクリエーション活
動への興味を増すよう働きかけ、レクリエーション愛好者・有資格者の増加を目指す。
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平成26年度　京都府レクリエーション協会　予算

地域協会で一緒に活動しませんか？地域協会で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、11の地域レクリエーション団体が加盟しています。

それぞれの地域に根差した様々な活動をしており、随時、仲間を募集しています！
一緒に楽しくレクリエーション活動をしていきましょう。

会費

寄付金

助成金

新登録料交付金

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

 有資格者支援事業

 広告料

 講師派遣事業

 需品販売手数料

 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

丹後レクリエーション協会（浜岡）

舞鶴市レクリエーション協会（舞鶴市教育委員会内）

福知山市レクリエーション協会（西沢）

綾部市レクリエーション協会（堀川）

南丹船井レクリエーション協会（丹波自然運動公園内）

かめおか遊友ネットワーク（京都学園大学内）

京都市レクリエーション協会（船越）

長岡京市レクリエーション協会（上田）

宇治市レクリエーションサークル（中宅）

城陽市レクリエーション協会（NPO法人きらっと内）

IDEゆうゆうスポーツクラブ（井手町教育委員会内）

0772－72－4167

0773－66－1073

0773－22－4523

0773－42－4165 

0771－82－0300

0771－22－2001

075－492－3041

075－957－7062

0774－23－6418

0774－54－7234

0774－82－5700

560,000

0

250,000

1,428,000

280,000

2,000,580

780,000

425,000

320,000

20,580

30,000

10,000

300,000

65,000

35,000

15,000

31,420

500,000

50,000

5,100,000収　入　合　計 5,100,000支　出　合　計

勘　定　科　目
中　科　目大　科　目

26年度予算

＜収入＞

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

 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

次年度繰越金

予備費

2,407,000

1,550,000

123,000

734,000

2,678,000

945,000

371,000

370,000

30,000

380,000

50,000

252,000

50,000

200,000

30,000

0

15,000

勘　定　科　目
中　科　目大科目

26年度予算

＜支出＞
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事業名

会　場

内　容

参加費

参加費

申込先

申込先

事 業 の ご 案 内事 業 の ご 案 内事 業 の ご 案 内 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！！

すべての人びとが、いつも元気なこころでいてほしい。
「全国一斉『あそびの日』キャンペーン」には、
そんな願いが込められています。

みんなの元気をつくる　　
スポーツレクリエーション

事業名

日　時

事業名

日　時

日　時

事業名

会　場

内　容

日　時

会　場

会　場

内　容

内　容

参加費

申込先

参加費

申込先

4月21日～　毎週月曜日
19：00～21：00

待鳳小学校（京都市北区）

100円　※6月30日までは無料
京都府フライングディスク協会
090－1028－3269（宮林）

5月3日㈯　10：00～12：00

京都府立木津川運動公園

無　　料

（公財）青少年野外活動総合センター
0774－66－6022

新しくオープンする公園
の玄関口を飾る花壇づく
り・植樹を行います

5月3日㈯・4日㈰　10：00～15：00

梅小路公園芝生広場

無　　料

京都府レクリエーション協会
075－634－7584

ポイントラリーで遊ぼ
う！

5月3日㈯　10：00～15：00

城陽市民体育館他

無料（ミニ電車のみ有料）

（公財）城陽市民余暇活動センター
0774－55－6222

JOYO雪合戦・ミニ電車
等、ご家族御揃いでお越
しください。

5月3日㈯　10：00～15：00

青葉山ろく公園

無　　料

舞鶴市レクリエーション協会
0773－63－4637

リサイクル工作コーナー、ふれあい遊びコ
ーナー、会場スタンプラリー、昔のあそび
コーナーなど楽しく遊べるイベントです

ニュースポーツの体験
（フライングディスク・ラダーゲ
ッター・ユニカール等）

●こうのすやま　　　　
エコロベースクラブ

5月17日・6月21日・7月19日
18：00～21：00
城陽市民体育館競技場

無　　料
（公財）城陽市民余暇活動センター

0774－55－6222

城陽発祥のエコロベースを体験し
ていただきます。独自のボール・
ミットなどを使用し、キャッチボ
ールからゲームまで楽しめます。

2014スカイクロス京都大会

5月20日㈫　9：00～16：00

宝ヶ池公園憩いの森

会員500円　一般800円
京都スカイクロス協会（岡地）

075－781－6609

スカイクロス発祥の地、京都の宝
ヶ池公園で愛好者が集まり、スカ
イクロスの大会を行います。

●まわろうよ
KINKI京都府編
6月29日㈰

9：00～16：00
平安神宮前集合

会員100円　一般500円
京都サイクリング協会（井原）
075－314－1671

テーマは「門」です。素
晴らしい京都の「門」に
出会いに行きましょう。
約40㎞

京都サンガFC西京極
フレンズスクエア

7月26日㈯
15：00～19：00

西京極陸上競技場ゲート付近

無　　料
京カロム協会（湯谷）
090－9099－5508

京カロムの体験会
認定検定実施、合格証授
与

●公益社団法人日本３B体操協会
京都府支部のつどい
6月15日㈰

13：00～15：30
ハンナリーズアリーナ

無　　料
（公社）日本３B体操協会京都府支部
080－2403－4455（永廣）

前半は一般参加型の体験講習会
で、誰もができる3B体操で交流を
図り、後半は会員さんの発表タイ
ム。みんなで健康づくりを行います。

●女性のためのスポーツ　
レクリエーション教室《Ⅱ》
6月6日～7月11日　毎週金曜日
全6回　10：00～11：30
城陽市民体育館競技場

全６回　1,500円
（公財）城陽市民余暇活動センター
0774－55－6222

いろんな種目を体験できま
す。自分にあったスポーツ
を見つけましょう。自由時
間を楽しく活用しませんか。

春まっさかり！花の小径づくりと植樹体験会

5月5日㈪　10：00～15：30

府民の森ひよし

無　　料

京都府フライングディスク協会
090－3728－7494（栗山）

ドッヂビー・ソフトアルテ・ディス
クゴルフ・RDを中心にした親
子で楽しめるプログラムです

新緑祭　フライングディスクを楽しもう
5月5日㈪　10：00～15：00

丹波自然運動公園

無　　料

南丹船井レクリエーション協会
090－2108－7574（吉田）

シャボン玉・輪投げ・折り
紙・クラフトコーナー等、楽
しい遊びがいっぱいです。

ちびっこまつり（あそびの広場）
5月11日㈰　9：00～14：00

嵐山中ノ島公園

500円（小学生以下無料）

京都市レクリエーション協会
075－492－3041（船越）

初夏の嵐山をゲームやク
イズを楽しみながら家族
やお友達とのんびり散策

●▲ふれあいウォークラリー
5月18日㈰　10：00～15：00

山城総合運動公園太陽が丘

無　　料

京都府レクリエーション協会
075－634－7584

チャレンジ・ザ・ゲーム／ラダーゲッター
／スカイクロス／３B体操／フライング
ディスク／京カロム等が体験できます。

▲レクリエーションフェスタ春

●▲梅小路グリーンフェア春 ●▲あそびの日2014 in JOYO 平成26年 こどものひろば

※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）




