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新潟県レクリエーション協会設立 初代会長堀井栄蔵氏就任
第６回全国レクリエーション大会（熊本）長岡市レクリエーション協会が全国優良団体表彰
第７回全国レクリエーション大会（日光）巻町文化協会が全国優良団体表彰
第８回全国レクリエーション大会（仙台）高田市レクリエーション協会が全国優良団体表彰
黒埼村ゲートボールチームが全国優勝
東北・北海道地区フォークダンスサマーキャンプ（新潟）
新潟県サイクリング協会設立
第１０回全国レクリエーション大会（大阪）新井市レクリエーション協会が全国優良団体表彰
第１１回全国レクリエーション大会（広島）に参加
新潟県ユースホステル協会設立
新潟県フォークダンス協会設立
第１２回全国レクリエーション大会(名古屋)両津市レクリエーション協会が全国優良団体表彰
第１３回全国レクリエーション大会兼アジアレクリエーション大会（横浜）に参加
第１４回全国レクリエーション大会(札幌)中之島村レクリエーション協会が全国優良団体表彰
スポーツ振興法公布
第１５回全国レクリエーション大会（新潟・豊栄・黒埼・佐渡）新潟市サイクリング協会、
栃尾市フォークダンス協会が全国優良団体表彰
第１回スポーツの日
第１６回全国レクリエーション大会（米子）に参加
第１回新潟県レクリエーション大会兼体育指導委員大会開催（長岡）
２代会長に鹿島政治氏就任
第１７回全国レクリエーション大会（福井）に参加
第１９回国民体育大会開催（新潟）
第１８回全国レクリエーション大会（神戸）新潟市民踊連盟が全国優良団体表彰
第１回新潟県民スポーツの日
第１９回全国レクリエーション大会（山形）に参加
第１回氷上フォークダンスカーニバル開催（東京）
第２０回全国レクリエーション大会（長崎）に参加
第２１回全国レクリエーション大会（滋賀）に参加
第２２回全国レクリエーション大会（千葉）に参加 新潟市がスポーツと音楽都市を宣言
日本レクリエーション指導者クラブ発足 新潟県レクリエーション研究委員会発足
第２３回全国レクリエーション大会（岡山）に参加
第２４回全国レクリエーション大会（富士吉田）に参加 県立青少年研修センター開所
BSN ファミリーオリエンテーリング大会開催
長岡市にレクリエーション課誕生
第２５回全国レクリエーション大会（北九州）に参加
第２６回全国レクリエーション大会（東京）に参加
新潟県レクリエーション協会に二階堂正吉会長就任 新潟県オリエンテーリング委員会設立
第２７回全国レクリエーション大会（水戸笠間）白根市サイクリング協会が全国優良団体表彰
第２８回全国レクリエーション大会(唐津)に参加 新潟県レクリエーション指導者クラブ発足
新潟県レクリエーション研究大会開催（新潟）
第２９回全国レクリエーション大会（徳島）新潟市フォークダンス同好会が全国優良団体表彰
新潟県キャンプ協会設立
新潟県レクリエーション指導者クラブ改組再発足
第３０回全国レクリエーション大会（秋田）に参加
第１回北信越地区レクリエーション指導者クラブ研修会開催（池ノ平）
第３１回全国レクリエーション大会（富山）に参加
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レクリエーション一級指導者講習会を開催１２名合格（県立青少年研修センター）
新潟県レクリエーション協会に清水誠一会長就任 事務局を県立青少年研修センターに置く
９団体が加盟
第３２回全国レクリエーション大会（横浜）長岡市キャンプカウンセラーが全国優良団体表彰
第３３回全国レクリエーション大会（徳山）に参加 新潟県レクリエーション大会開催
第３４回全国レクリエーション大会（金沢）小出町レクリエーション協会が全国優良団体表彰
三笠宮崇仁親王殿下のご臨席を仰ぎ新潟県レクリエーション大会開催（新潟）
新潟県レクリエーション大会開催（長岡）９１０名参加
第３５回全国レクリエーション大会（埼玉）に参加
新潟県レクリエーション大会開催（柏崎）４００名参加 第３６回全国レクリエーション大
会（大分）に参加
第１回冬季レクリエーションスキー・ウォークラリー大会開催（小出）
新潟県レクリンピック大会開催、室内ゲームレク大会として盛況
第３７回全国レクリエーション大会（大阪）に参加
新潟県レクリエーション大会開催（白根）
第３８回全国レクリエーション大会（鹿児島）に参加
高齢者レク・ワーカー養成セミナー開催
新潟県レクリエーション冬季大会開催（小出）
新潟県レクリエーション大会開催 第３９回全国レクリエーション大会（三重）に参加
新潟県レクリエーション冬季大会開催（長岡）
第４０回全国レクリエーション大会（沖縄）
第５代会長有磯邦男氏就任
新潟県レクリエーション秋季大会開催 第４１回全国レクリエーション大会（山形）に参加
新潟県レクリエーション冬季大会開催（長岡）
新潟市レクリエーション協会・新潟県ゲートボー連盟加盟
第４２回全国レクリエーション大会（北海道）に参加
高齢者レク・ワーカー養成セミナーを日本レクリエーション協会と共催で開催
新潟県レクリエーション秋季大会開催
第６代会長中田久蔵氏就任
第１回レクリエーション研究大会として、第４３回全国レクリエーション大会（福岡）に参加
第２回レクリエーション研究大会（第４４回大会）
（京都）に参加
トレーナートレーニング講習会開催（柏崎）
社団法人新潟県レクリエーション協会となる 公益的な法人として新たにスタートした
福祉レクセミナー開催
第３回全国レクリエーション研究大会（第４５回大会）新潟県で開催 ３,０１８名参加
同時に第１回新潟県レクリエーション大会も開催
第２回新潟県レクリエーション大会（黒川）第２土・日に開催 ８００名参加
第４回全国レクリエーション研究大会（第４６回大会）
（宮城）に参加
高齢者体力つくりテキスト資料の刊行
第７代会長清水辰夫氏就任
第３回新潟県レクリエーション大会開催（長岡）８００名参加 長岡市婦人レクリエーション
学苑が全国優良団体表彰 第４７回全国レクリエーション大会（東京）に参加
インストラクター養成講習会を年４回開催
総合機関誌「レクリエーション新潟」を隔月発行 新潟県ペタンク協会加盟
第４回新潟県レクリエーション大会開催（柏崎）
‘９４ニュースポーツ大会も同時開催
第４８回全国レクリエーション大会（島根）に参加
新津市レクリエーション協会加盟
第５回新潟県レクリエーション大会開催（新津）
第４９回全国レクリエーション大会（熊本）に参加
新潟県インディアカ協会加盟
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第６回新潟県レクリエーション大会開催(燕)第５０回全国レクリエーション大会（愛知）参加
上越市レクリエーション協会加盟
新潟県スポーツチャンバラ協会加盟
新潟県余暇生活開発士・相談員会加盟
第７回新潟県レクリエーション大会開催（上越）第５１回全国レクリエーション大会（北九州）
に参加
新潟県福祉レク・ワーカー協会、日本３B 体操協会新潟ブロック、新潟県ブーメラン協会
加盟
第８回新潟県レクリエーション大会開催（村松） 第４７回全国レクリエーション大会
（愛媛）に参加
第９回新潟県レクリエーション大会開催（村上） 第５３回全国レクリエーション大会
（奈良）に参加
ハンディキャップ・レクリエーション指導者養成講座
奥只見郷ネイチャーレククラブ加盟
設立５０周年記念式典、第１０回新潟県レクリエーション大会盛大に開催（栃尾）
第５４回全国レクリエーション大会（群馬）に参加
第１１回新潟県レクリエーション大会開催（新潟）
第１２回新潟県レクリエーション大会開催（両津）
「ビッグスワン新潟スタジアム」に事務所移転
第１３回新潟県レクリエーション大会開催（新井）
第１４回新潟県レクリエーション大会兼全国ニュースポーツフェスティバル開催 第１
日目の２３日夕刻に襲った新潟県中越地震に遭遇したが、２日目、全員で黙祷を捧げ、元
気回復を願い、ボランティア活動を約束して大会を継続実施
新潟県中越地震「被災者ボランティア活動」開始
第１５回新潟県レクリエーション大会開催（阿賀野）
第１６回新潟県レクリエーション大会開催（長岡）
第７代会長清水辰夫氏ご逝去 「中･長期計画」総会で承認決定 日本釣振興会
新潟支部加盟
第８代会長平山征夫氏就任
第１７回新潟県レクリエーション大会開催（上越）
新潟県キンボール協会加盟
新潟県スケートフォークダンス協会退会
第１８回新潟県レクリエーション大会を東北電力ビッグスワンスタジアム中心会場に開催
新潟県ディスクゴルフ協会加盟
第１９回新潟県レクリエーション大会は、
新潟国体開催のため実施方法を変えて研究大会とし、
国内屈指の指導者８名を招聘して中央区紫竹山の「ＳＴＥＰ」で開催した。参加無料の基調講
演(２８０人)を加えて６６７名の参加を得て、成功裡に終了した。
「トキめき新潟国体」開催に伴うデモンストレーション種目として、当協会会員はインデ
ィアカ、ターゲット･バードゴルフ、スポーツチャンバラ、ゲートボール、３Ｂ体操、オ
リエンテーリングの６種目が開催され、好評を博した。なお、１０月６日開催された国体
閉会式には、県民の協力も相まって天皇杯・皇后杯を獲得
新潟県車椅子レクダンス連合会加盟 法人制度改革による当協会の方針が決定、
「一般社
団法人」への移行認可申請をすることとなった。
（申請は平成２３年度）
第２０回新潟県レクリエーション大会開催（村上）加盟団体種目中心開催
スポーツ基本法公布
第２１回新潟県レクリエーション大会開催（新津）
スポーツ基本計画策定
法人制度改革により一般社団法人新潟県レクリエーション協会となる
新潟県障害者スポーツ協会 総合型スポーツクラブ「希楽々」 加盟
第２２回新潟県レクリエーション大会in 佐渡開催 ２,０００名参加
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第６６回全国レクリエーション大会福井大会 レク式体力チェック講演
柏崎市レクリエーション協会 新潟県カーリンコン協会 加盟
第２３回新潟県レクリエーション大会in 柏崎開催
第６７回全国レクリエーション大会福岡大会 レク式体力チェック講演
県央レクリエーション協会 新潟県ポールウォーキング協会 新潟県クッブ協会 加盟
第６８全国レクリエーション大会福島大会 レク式バイアスロン大会主催
第２４回新潟県スポーツ・レクリエーション大会in 阿賀野開催（toto 助成）１５１５名参加
小千谷市レクリエーション協会 五泉市総合型地域スポーツクラブ「ヴィガ」
ロゲイニング協会 加盟
第６９回全国レクリエーション大会長野大会 検証結果発表２テーマ
文部科学省 生涯スポーツ功労賞受賞 小間惟司
第２５回新潟県スポーツ･レクリエーション大会in 聖籠開催（toto 助成）３,２００名参加
第１回ウィンターカップクッブオープン開催 城山運動公園１７チーム １１０名参加
第７０回全国レクリエーション大会岐阜大会 研究フォーラム参加
第２６回新潟県スポーツ・レクリエーション大会in 小千谷開催（toto 助成）２５００名参加
基調講演に順天堂大学 武井正子名誉教授招聘
第２回ウィンターカップクッブオープン開催 城山運動公園
五泉市総合型地域スポーツクラブ「ヴィガ」
、日本釣振興会新潟県支部退会
第２７回新潟県スポーツ･レクリエーション大会in 妙高市開催（toto 助成）２,８１０名参加
基調講演に福岡大学 田中宏暁教授招聘
文部科学省 生涯スポーツ功労賞受賞 金井芳子氏
第３回ウィンターカップクッブオープン開催予定 亀田総合体育館
３B 体操協会新潟県支部退会
新潟吹矢の会入会 新潟県レク式バイアスロン協会仮入会
第２８回新潟県スポーツ･レクリエーション大会in 長岡開催（toto 助成）５,,８００名参加
基調講演に東海大学 名誉教授西野 仁氏招聘
スポーツ庁委託運動プログラムを活用した「健康寿命の延伸事業」を長岡市で実施
新潟県パークゴルフ協会退会 新潟県キンボール連盟大会
（一社）日本ウェルネス吹き矢協会新潟県協会入会
新潟県新採用教員研修会講師受託・実施 講師７名
第２９回新潟県スポーツ･レクリエーション大会in 佐渡開催（toto 助成）１,３００名参加

会

員（加盟団体）
令和元年６月１日現在

《 役 員 》
会長
平山征夫
副会長 武藤克己 飯田久弘 大橋正春
専務理事 渡辺耕司
理事
１０名 監事 ２名
〔専門委員会〕
総務委員会４名 選考委員会４名 事業委員会４名 生涯スポーツ推進委員会５名 広報委員会２名
《 構 成 団 体 》
<市町村レクリエーション協会>
〇新潟市レクリエーション協会
〇長岡市レクリエーション協会
〇上越市レクリエーション協会
〇新津レクリエーション協会
〇村上市レクリエーション協会
〇阿賀野市レクリエーション協会
〇妙高市レクリエーション協会
〇佐渡レクリエーション協会
〇柏崎市レクリエーション協会
〇県央レクリエーション協会
〇小千谷市レクリエーション協会
計１１団体

< 種 目 別 >
〇新潟県サイクリング協会
〇新潟県フォークダンス連盟
〇新潟県キャンプ協会
〇新潟県ユースホステル協会
〇新潟県オリエンテーリング協会
〇新潟県ゲートボール連盟
〇新潟県ペタンク協会
〇新潟県インディアカ協会
〇新潟県ターゲット・バードゴルフ協会
〇新潟県ドッジボール協会
〇新潟県キンボール協会
〇新潟県ディスクゴルフ協会
〇新潟県車椅子レクダンス連合会
〇新潟県カーリンコン協会
〇新潟県ポールウォーキング協会
〇新潟県ブローライフル協会
〇新潟県クッブ協会
〇新潟県ロゲイニング協会
〇新潟県バウンドテニス協会
〇新潟吹矢の会
○新潟県レク式バイアスロン協会
〇日本ウェルネス吹き矢協会新潟県協会
計２２団体

< 領 域 別 >
〇新潟県福祉レクリエーション・ネットワークin にいがた
〇新潟県障害者スポーツ協会
〇ＮＰＯ法人総合型スポーツクラブ希楽々
計３団体
〇課程認定校 １０校
合計 ４６団体
〈 協力・連携・支援団体 〉 新潟スペシャルオリンピックス日本・新潟
アルビレックス新潟・レディース
《 事務局 》
〒９５０－０９３３ 新潟市中央区清五郎６７番地１２ デンカビッグスワンスタジアム内

電話 ０２５－２８７－８７０９ ＦＡＸ ０２５－２８７－８７１０
Email n-kenrec@cap.con.ne.jp

