
この広報誌はスポーツ振興くじ助成を
受けて発行しています。

ごあいさつ

REC.41
2019.6

レクリエーション

にいがた REC-Niigata

市民と創る
レクリエーション通信

令
和

1

私が思う令和の時代のレクリエーション活動

新潟県レクリエーション協会

副会長 飯田 久弘

新元号令和を迎え２０２０年東京オリンピックの年を間近に新しい時代を迎えようと

しています。レクリエーション指導を振り返ると昭和時代は、ゲーム・ソング・ダンス

から始まる「集いの持ち方」、ニュースポーツなどがありました。平成時代は、健康づ

くり介護現場のスキルなどとして進んできたように思われます。

さて、これからは令和の時代、レクリエーションをどのように進化させたらよいので

しょうか？みんなで考えましょう。私見ですが、健康づくりや高齢者介護は勿論ですが

「コミュニティづくり」がポイントになるような気がします。殺伐とした社会、そして

いじめや高齢者の一人暮らしなどいろいろな問題が起きています。これらをレクリエー

ション指導によるコミュニティ活動をとおし、暮らしやすい社会に出来ないでしょうか？

また、地域でのイベントによる地域おこしも暮らしには大切です。個人を健康にし、

そして地域を健康にし、国を健康かつ平和にして「令和の時代」をつくっていきたいも

のです。是非一緒に頑張りましょう。
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収入の部 支出の部 平成31年3月末現在

科 目 決算額 科 目 決算額

①受取会費 345,000 ①事業費 9,613,879

②事業収益 4,624,079 仕入高 82,163

③受取補助金 9,943,121 支払謝金 3,664,256

県補助金 770,000 支払交通費 2,752,037

市町村補助金 200,000 景品費 14,768

日レク補助金 1,516,324 食料費 205,935

toto補助金 3,732,000 支払負担金 445,309

登録料交付金及び年会費戻し
金

2,597,195 支払手数料 112,592

民間助成金 200,000 修繕費 10,000

日レク課程認定校活動費収入 280,000 租税公課 0

ゆめ基金 647,602 賃借料 304,755

④雑収益 20,655 保険料 201,408

消耗品費 492,950

接待交際費 144,464

通信費 754,245

印刷製本費 420,405

雑費 8,592

②管理費 5,976,596

③経常費用合計（①+②） 15,590,475

④当期経常増減額 -657,620

合計（①+②+③∔④） 14,932,855 合計（③+④） 14,932,855

（単位:円） （単位:円）

５月２６日（日）、「じょいあす新潟会館」にて令和元年度通常総会が開催され、今年度の基本方針及び

事業計画が決議されましたのでご報告いたします。

令和元年度 協会主要事業予定一覧

１ 会 議

第１回理事会 平成31年4月21日(日) (事業報告・収支決算、事業計画・収支予算） 会場；スタジアム

第２回理事会 令和2年3月22日(日) (定例、事業計画・予算、その他) 会場；未定

その他、臨時理事会（必要に応じて開催）

通常総会 令和元年5月26日(日)（事業報告・収支決算、事業計画・収支予算）会場；じょいあす新潟会館

加盟団体事務局会議 令和2年3月22日(日) 会場；未定

２ 事 業

事 業 名 期 日 会 場
予定人
数

内 容

１
第２９回新潟県スポーツ・レク
リエーション大会

10月19日（土）
10月20日（日）

佐渡市 2,000
市民参加型事業を通して、県民の健康づくりに
貢献し、生涯スポーツの振興と地域レクリエー
ション運動の活性化に資する。

２
スポ・レク学院
レクリエーション・インストラクター
スポーツ・レクリエーション指導者養成

8月3日（土）
～

8月31日（土）

新潟ふれ愛
プラザ

30
インストラクターとスポーツ・レクリエーショ
ン指導者の養成講座を開催し、レクリエーショ
ン運動の中核となる人材の育成を図る。

３ 福島県被災幼児・児童支援事業
7月24日～26日
3月 2日～ 4日

福島県
みなと・相馬
梁川中央保育園

丸山育英会の支援を受け福島県の被災幼児へ運
動能力チェック・運動あそびを継続的に提供し、
そのデータを提供保存する。

４ フォローアップセミナー 11月4日（月）
デンカビッグス
ワンスタジアム
他

70
現実的な課題解決のため講演会・講習会を開催
し、指導者を支援する。コミュニケーション
ワークの研修会を開催し、会員の資質を高める。

５ 課程認定校交流集会 未定 300
課程認定校学生が一同に会し、各学校の特色を
活かしたレク活動と研修を行い交流を深める。

６ 加盟団体事務局会議 3月22日（日） 未定 40
日本レク協会の各種情報を伝達するとともに、
お互いの情報交換を通して連携強化を図る。

７ 第４回クッブオープン大会
2月29日（土）
3月 1日（日）

新潟市
城山運動公園

150
冬の新潟を前面に出して、日本海側初の全国大
会を定着させる。

８ 受託事業 予定 予定 別紙掲載

詳細は県レク協会までお問い合わせ下さい。
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平成３０年度収支決算書



「第２９回新潟県スポーツ・レクリエーション大会in佐渡」

～集え、トキとおけさの佐渡ヶ島 つなげ、スポ・レクの和 令和の時代の第一歩～

趣 旨 本協会の特性を生かし、各種目団体の成果を結集し、広く県民を対象とした市民参加型大会を

開催することを通して、生涯スポーツの振興と地域レクリエ－ション運動の活性化を図り、

県民の健康の増進と生きがいの高揚に資することを目的とする。

主 催 一般社団法人新潟県レクリエーション協会 佐渡市スポーツ協会 佐渡レクリエーション協会

期 日 令和元年10月19日（土）～20日（日）

会 場 サンテラ佐渡スーパーアリーナ 他

参加対象 県民、市民（障がい者も含めた幼児から高齢者まで）、スポーツ・レクリエーション指導者及び愛好者

この大会はスポーツ振興くじ助成を
受けて開催しています

内 容 時 間 会 場

１０月１９日（土）〔第１日目〕

団体別研修会・講習会

総合開会式

〇総合開会式及び表彰

〇基調講演

「地域スポーツの振興と総合型クラブ」

講師 八代市 リ・ボンズ代表 村上 久栄 氏

〇パネルディスカッション

「地域スポーツと子どもの健康・体力・運動能力向上」

＜コーディネーター＞新潟県レクリエーション協会理事 田嶋 雄洋 氏

＜パネラー＞ 新潟県カーリンコン協会会長 細井 修平 氏

佐渡スポーツ協会 石川 太陽 氏

八代市 リ・ボンズ代表 村上 久栄 氏

交歓の夕べ 酒自慢大会を開催

※会費 5,000円 事前の申し込みが必要

１０月２０日（日）〔第２日目〕

〇各種目団体の活動

〇幼児運動能力チェック

〇市民ふれあい運動会 ※10/20の内容は変更する場合があります

9:00～12:00

13:00～17:20

13:00～14:00

14:20～15:20

15:30～17:20

18:00～20:00

10:00～15:30

9:00～11:30

13:00～15:00

サンテラ佐渡

市内各施設

サンテラ佐渡

たびのホテル佐渡

「味彩」

佐和田地区各施設

サンテラ佐渡
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新潟県内と広島で
運動あそびを開催します
遊びに来てね！



12/1新設
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この講習会は
スポーツ振興くじ助成を
受けて開催しています

初めて開催する
養成講座です



新潟スポーツ・レクリエーション企画 事業スタッフ＆会員募集！

新潟スポレク企画の活動は、主催事業

の他に新潟市を中心として、月に１回の

定期研修会を開催しています。

現在は、情報交換や主催事業の打合せ

に時間を費やしていますが、今後は持つ

だけの資格でなく、活かせる資格を身に

付けるための研修会になることを目指し

ています。随時会員を募集していますの

で、関心のある方はメールでご連絡をお

待ちしています。

メール：niigata.rec@gmail.com

代表 中村 正友
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゙

゙ ゙

1 2 3 4 5 合
計

赤 0 8 1 12 3 24

白 6 0 24 1 0 31

黄 3 5 11 0 3 22

青 10 1 1 5 9 26

会 員 募 集 中 ！
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健康スポレクひろば普及推進事業 健康クラブの活動

着座

１０m障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

とやのPW健康クラブ

着座

１０ｍ障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

岩室健康クラブ

着座

１０ｍ障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

吉田PW健康クラブ

着座

１０ｍ障

害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

南区健康クラブ

着座

１０ｍ障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

長岡健康クラブ

着座

１０ｍ障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

上越元気クラブ

着座

１０ｍ障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

西川健康クラブ

着座

１０m障害

ファンク

タオル

ストロー

2ステップ

西地区健康クラブ



注意事項
①ご家族様分も含めご希望枚数をご用意いたします。数には限りがあります。
②座席は「A自由席のみ」のご用意になります。S自由席へのアップグレードはできません。
③各会場に応じて交通手段、駐車場の利用が異なるため、弊社HPを確認して下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

レク支援
豆知識

支援する側が積極的に水分補給を！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会

県会長 甲信越ブロック長 米山 隆明

この広報誌はスポーツ振興くじ助成を
受けて発行しています。

年齢は幅があり、現在年2回の県大会、昇段審査等の活動を

続けております。しかし、やってみるとこれがまた意外と

難しく、「真善美」を重んじ、10メートルで35点を競うの

が難しいのです。だから続けられると感じます。

今回、新潟県レクリエーション協会に新規加入させても

らい、この簡単で難解な吹矢を、皆さんに知ってもらい、

又皆さんの活動にも参加させてもらう事が出来ました事

は、誠に嬉しく思っております。今後、先輩団体に学び、

楽しく参加させて頂きたくお願い申しあげます。
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編集後記

現在県内会員は200名おり、柏崎、十日町、魚沼、県央、

新潟市2支部、新発田、村上の計8支部で活動しております。

甲信越ブロックを入れますと、1,300名ほどの会員になりま

す。本部会員は65,000名、支部1,500、海外5を含めると愛好

者は100,000名近くになるとの事です。

本部は、現在東京錦糸町に事務所を構えており、現協会は発

足6年目になります。

私たちの吹矢は、まずは健康、楽しく、いくつになっても

続けられる、仲良く、これをモットウに活動しており、


