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レクリエーションにいがた

「第30回記念新潟県スポーツ・レクリエーション大会」
の開催にむけて
一般社団法人新潟県レクリエーション協会
副会長 大 橋 正 春

「第30回記念新潟県スポーツ・レクリエーション大会」～これ
までの、そしてこれからのスポーツ・レクリエーション～ が、
令和３年10月16日～17日にかけて、新潟市東総合スポーツセン
ター及び新潟市亀田総合体育館と近隣施設や公園で、県民・市民、
スポレク指導者及び愛好者を対象に開催いたします。大会開催に
むけて、新型コロナウイルス感染症対策も含め、参加各位のご理解とご協力をお願いいた
します。今回はコロナ禍のため、宿泊や交歓の夕べは開催できませんが、基調講演・パネ
ルディスカッションは例年通り行います。また、協会に加盟する30団体の研修会・講習
会・団体の活動紹介等楽しい催しが盛り沢山です。是非とも多くの皆様のご参加をお待ち
しております。今回の大会を開催するに当たり、多くの皆様のご協力に感謝するとともに、
すばらしい大会になることを祈願いたします。

P1 巻頭言あいさつ「第30回記念新潟県スポーツ・レクリエーション大会」の開催にむけて」
P2-3 新潟県レクリエーション協会事務局情報
P5-6 スポーツ振興くじ助成事業の紹介
レク式体力チェック
販売中のレク用具

加盟団体情報

第30回記念新潟県スポーツ・レクリエーション大会

レクリエーションスクール
新潟県レク協会考案種目

P6 レクリエーション・インストラクター養成講座
P7 教員免許更新講習
P8 実習生の紹介

受講生募集案内

案内

令和2年度資格取得者

公認資格更新

他
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5月23日（日）新潟市江南区文化会館にて令和3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３年度 事業案内
１

会

議

第１回理事会 ４月25日(日)：エコスタジアム新潟（事業報告・収支決算、事業計画・収支予算・第30回記念大会）
通常総会

5月23日(日) ：江南区文化会館（事業報告・収支決算、事業計画・収支予算・第30回記念大会）

その他、臨時理事会（必要に応じて開催）
第２回理事会 ／
２

事

加盟団体事務局会議 令和４年３月２7日(日) ：会場未定(定例、事業計画・予算、その他)

業（主な事業）
事 業 名

期 日

予定
人数

会 場

1

第３０回記念
新潟県スポーツ・レクリエーション大会

10/16(土)
10/17(日)

新潟市東総合スポーツ
センター、寺山公園
亀田総合体育館

2

スポーツ・レクリエーションスクール
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

7/22(祝)
～12/4(土)

上越市ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ
県少年自然の家
ふれ愛プラザ

３

福島県被災幼児・児童支援事業

未定

4

親子でチャレンジ！スポーツin柏崎

5

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、スポ・
レク活動の中核となる人材の育成を図る。一部、教員免許更新講習と合同
で開催する。（スポーツ振興くじ助成事業）

福島県 みなと・相馬・
梁川・敬香・スプーン

300

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
データを保存する。

6/20(日) 11/7(土)

柏崎市

150

子どもゆめ基金助成を活用して実施する。

フォローアップセミナー

5月～翌年2月

新潟 上越他

100

コミュニケーションワーク、各種スポーツ・レクリエーション。現実的な課題解決の
ため講演会・講習会を開催し、指導者を支援する中でサイクル化を図る。

6

課程認定校交流集会

未定

未定

40

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。

7

クッブ、アタックファイブ、ふうせんバレー
キックベースボール

未定

新潟 上越 胎内

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

教員免許状更新講習

7/17（土）
～12/11（土）

上越、新潟、柏崎、胎
内

600

文科省の認可を受け、教員免許状更新講習の選択科目18時間の講習会。

9

レク式体力チェック及び幼児運動能力
チェック普及指導員認定講習会

5月～翌年2/27

福島 福岡 愛知 静
岡 他

300

HANDBOOKを活用し、レク式の考え方、実技、評価、分析、活用方法等を
学ぶ。全国向けの講習会。（スポーツ振興くじ助成事業）

受託事業

詳細は県レク協会までお問い合わせ下さい。

令和2年度 事業報告書

２

会

令和2年度 収支決算書

議

収入の部
第１回理事会 書面決議（事業報告・収支決算、事業計画・収支予算）
科
目
通常総会
書面決議（事業報告・収支決算、事業計画・収支予算・他）
①受取会費
第２回理事会 ／ 加盟団体事務局会議
②事業収益
令和3年３月２1日(日) ：新潟市陸上競技場
③受取補助金
(定例、事業計画・予算・他)

事

業
事 業 名

期 日

会 場

第３０回記念
新潟県スポーツ・レクリエーション大会

10/16～17

中止

スポーツ・レクリエーションスクール
レクリエーション・インストラクター 開催
スポレク指導者 中止

11/1～12/27

ふれ愛プラザ・
JAPANサッカーカレッジ

福島県被災幼児・児童支援事業

6/5～3/4

福島県みなと・相馬・
梁川・敬香保育園

親子でチャレンジ！スポーツin柏崎

10/10

柏崎市

チャレンジ・スポーツ指導者育成事業

6/27～2/27

新潟 上越他

課程認定校交流集会
アタックファイブ審判講習会兼リモート大会 開催

ふうせんバレー・クッブ 中止
教員免許状更新講習

2

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。（スポーツ振興くじ助成事業）

3,000

30

10

１

内 容

355

95,443

6,033,016

支払謝金

1,998,963
2,070,290

県補助金

70,000

支払交通費

21,704

食料費

91,555

日レク補助金

1,445,796

支払負担金

277,431

toto補助金

1,057,000

支払手数料

90,960

登録料交付金
及び年会費戻し金

2,915,500

賃借料

363,440

民間助成金

200,000

保険料

177,061

日レク課程認定校
活動費収入

210,000

消耗品費

370,603

ゆめ基金

113,016

通信費

151,634

131,670

印刷製本費

121,248

雑費

52,556

④雑収益

②管理費
263

7/24～11/23

上越・新潟・柏崎

566

中止

5,861,184
仕入高

132

新潟 上越

クッブオープン大会

決算額

5,023,757

70

2/1～28

埼玉 福岡 栃木
福島 熊本ほか

令和3年3月末
目

270,000 ①事業費

中止

レク式体力チェック普及指導員及び幼児運動能力
6/14～2/21
チェック普及指導員認定講習会

科

文科省事業費収入
人数

8

支出の部
決算額

280

③経常費用合計
（①+②）
合計
（①+②+③∔④）

11,458,443
（単位:円）

5,848,972
11,710,156

④当期経常増減額

-251,713

合計（③+④）

11,458,443
（単位:円）
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（事業は中止や延期になる場合があります）

※取得単位受入とは、当会主催養成講座の現場実習を受入れ可能な事業のこと

市町村レクリエーション協会
（11団体）
新潟市レクリエーション協会
長岡市レクリエーション協会
上越市レクリエーション協会
新津レクリエーション協会
村上市レクリエーション協会
阿賀野市レクリエーション協会
妙高市レクリエーション協会
佐渡レクリエーション協会
柏崎市レクリエーション協会
県央レクリエーション協会
小千谷市レクリエーション協会

種目別団体（1６団体）
領域別（3団体）
新潟県サイクリング協会
福祉ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ inにいがた
新潟県フォークダンス連盟
NPO法人 希楽々
新潟県キャンプ協会
新潟県障害者スポーツ協会
新潟県オリエンテーリング協会
(一財)新潟県ゲートボール連盟
新潟県ペタンク連盟
課程認定校（６校）
新潟県インディアカ協会
新潟中央短期大学
新潟県スポーツチャンバラ協会
長岡崇徳福祉専門学校
新潟県ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会
国際こども・福祉カレッジ
新潟県ドッジボール協会
新潟医療福祉カレッジ
新潟県車椅子レクダンス連合会
新潟青陵大学・短期大学部
新潟県カーリンコン協会
新潟医療福祉大学
新潟県ポールウォーキング協会
新潟県クッブ協会
新潟県バウンドテニス協会
(一財)日本ｽﾎﾟｰﾂ･ｳｴﾙﾈｽ 吹矢協会新潟県協会
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「レク式体力チェックHANDBOOK」を活用して講習会を開催しています。
令和3年4月～令和4年3月で募集中です。
今年度の実施状況
開催を希望される団体は、新潟県レク協会にお問い合わせ下さい。
5月 9日(日) 会津坂下町
7月23日(祝) 福岡市南区
8月18日(水)～19日(木)
・レク式体力チェックの講習会 30種目
福島市 相馬市
講習時間：4時間程度
9月25日(土) 熊本県球磨村
・幼児運動能力チェックの講習会 ６種目・個人あそびサーキット他
10月10日(日) 名古屋市
講習時間：3時間程度

レクリエーション・スクールとして、コロナ感染予防を徹底し、
以下の養成講座を開催しています。

上越地区レク・スクールの様子

レクリエーション・インストラクター養成講座
(上越地区：7月～8月、新潟・下越地区：10月～12月)
スポーツ・レクリエーション指導者養成講座 (新潟市：8月～10月)
チャレンジ・スポーツ指導者養成コース
(上越市、新潟市他)
レクリエーション・インストラクター養成講座は、県内2会場
で開催しています。上越地区は、上越市レクリエーション協会に
講師と運営スタッフを依頼し、ご協力頂きながら開催しています。
また、新潟・下越地区も開催する方向で受講者募集を募りなが
ら、準備を進めています。
スポーツ・レクリエーション指導者養成講座は、8月21日(土)
から新潟市内施設で開催しています。
各講習は随時募集をしていますので、新規レク資格希望の方や
レク資格のある方でもフォローアップとして参加可能です。興味
をお持ちの方は新潟県レク協会までお問い合わせください。

新潟県レク考案 スポレク種目！のご案内
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市と開催してきました。令和２年度は、新型コロナウ

新潟市で第３０回目の記念大会となります。歴史を振

イルス感染症拡大防止のため中止しました。今年度は、

り返ると、第１回目は平成３年３月７日～８日に南魚

新しい生活様式にあわせ、感染拡大の防止を準備した

沼郡大和町、第１０回目は栃尾市、第２０回目は村上

上で是非ご参加ください。

主

催：一般社団法人新潟県レクリエーション協会

新潟市レクリエーション協会

参加対象：県民、市民（障がい者も含めた幼児から高齢者）
参加方法

スポーツ・レクリエーション指導者及び愛好者

参加無料です。マスクの着用をお願いいたします。

主な感染対策

東総合スポーツセンター

亀田総合体育館

寺山公園のメイン受付で検温やアルコール消毒、

健康調査後、リストバンドをつけた方のみが参加できます。

販 売 中 の 用 具（一 部 ご 案 内）
【レク式体力チェック ソフト】

【スラックライン】

【クッブ】
【レク式体力チェック用具】

ポールウォーキング

【マンカラ】

※販売用具の在庫数やお値段はお問い合わせください

【ラダーゲッター ハーフ】
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スポーツ・レクリエーションスクール

この養成講座は（公財）日本レクリエーション協会公認資格のレクリエーション・インストラクターの学習課程を修了できます。

新潟県レクリエーション協会

学習過程は全60時間のカリキュラム（上記日程の講座51時間と現場実習９時間）

・一般 20,000円 ・学割 15,000円 大学・専修等
・本協会主催の教員免許状更新講習３日間修了者
必修科目を受講 12,000円
※ 納入した受講料は、いかなる理由でも返金できません。
受験料の他、審査受験料1,000円、登録料17,600円が必要です。
18歳以上であれば、受講可能です

※各講座は５人以上の受講者で開催いたします

ホームページから受講申込書をダウンロードしてお申込みください。
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主

催 一般社団法人新潟県レクリエーション協会

共

催 新潟県障害者スポーツ協会 新潟県障害者交流センター

後

援 新潟県

新潟市レクリエーション協会

株式会社アルビレックス新潟レディース
公益財団法人日本レクリエーション協会

この講習会はスポーツ振興くじ助成を受けて実施しています
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7月は上越市、8月は新潟市で教員免許更新講習を開催しました。コロナ感染防止対策として、道具を
共有する場合はゴム手袋の着用やアルコール消毒、マスク着用はもちろんのこと、三密回避など受講生
の皆さまにご理解とご協力を頂きながらで開催することができました。
引き続き、9月は胎内市、11月は柏
崎市、12月は新潟市の講習もコロナ感
染対策をし、ご期待に沿えるよう努力
いたします。 随時、申込受付中です。
上越会場（右）
新潟会場（左）の様子

文部科学省

【選択領域】

2021年度

現場で役立つ

楽しく・実践
開設市
上越市

開設日時
7月17日 (土)
18日 (日)

9：３0～17：00

22日 (祝)
8月2日 (月)

新潟市

胎内市

3日 (火)
6日 (金)
9月18日 (土)
19日 (日)

21日 (日)
23日 (祝)

終了：6月20日（日）17：00

上越市カルチャーセンター

開始：4月 1日（木） 7：00～
9：３0～17：00

終了：7月 4日（日）17：00

新潟県立教育センター

（欠員有りの場合は再募集します）

開始：4月 1日（木） 7：00～
9：３0～17：00

終了：8月22日（日）17：00

新潟県少年自然の家

（欠員有りの場合は、8月23日～再募集します）

開始：4月 1日（木） 7：00～
9：３0～17：00

終了：8月22日（日）17：00

12月11日 (土)
9：３0～17：00
主幹 新潟県生涯学習協会

柏崎市スポーツハウス

（欠員有りの場合は、8月23日～再募集します）

開始：8月16日（月） 7：00～

新潟市

会場

（欠員有りの場合は再募集します）

20日 (祝)
11月20日 (土)

柏崎市

募集期間
開始：4月 1日（木） 7：00～

終了：11月30日（日）17：00
（欠員有りの場合は再募集します）

新潟県健康づくり・スポーツ
医科学センター

各開設時間には、講習時間６時間の他に休憩時間・筆記試験の時間が含まれています。
【募集要項】 教員免許状更新講習コンソーシアム新潟のホームページ、もしくは当協会のホームページからダウンロードして必ずご確認
ください。主な内容は、以下の通りです。
【申込受付】 募集および受講決定は、教員免許状更新講習コンソーシアム新潟の「免許状講習管理システム」で、イン
ターネットを利用しておこないます。管理システムに未登録で直接、当協会に受講申請書を送付された場合
は、先着順には認められませんのでご注意ください。また、システムからの申込みだけでは受講できませ
ん。必ず、当協会から送られるメールをご確認頂き、手続きを行ってください。（手続き締切期限あり）
【受講対象】 （詳細については、文部科学省教員免許更新制度で、必ずご確認ください）
新免許状所持者 有効期限満了日が令和4年3月31日の方もしくは令和5年3月31日の方
旧免許状所持者 修了確認期限が令和4年3月31日の方もしくは令和5年3月31日の方
【定
員】 各講習先着50～60名 特別な事情などお困りの事がありましたら、当協会までご相談ください。

コン ソーシアム新潟
ＱＲコード

【講義内容】 裏面をご確認ください。
【受 講 料】 1講習6,000円 （１講習６時間／日）
仮申込み決定後に、当会から「教員免許更新講習受講手続きについて」のメールに記載
するゆうちょ銀行の指定口座にお振込みください。当日現金払いは受付ておりません。

主催 一般社団法人新潟県レクリエーション協会 新潟市レクリエーション協会
上越市レクリエーション協会 ／ 柏崎市レクリエーション協会 ／ 村上市レクリエーション協会
連絡 〒950-0933 新潟市中央区清五郎67-12番地 デンカビッグスワンスタジアム内
TEL：025-287-8709 FAX：025-287-8710 E-mail：n-kenrec@cap.ocn.ne.jp

※9月の胎内市、11月柏崎市の会場は、8月23日正午から追加募集中です。

新潟県レク協会
教員免許状更新講習
ＱＲコード

7

レクリエーションにいがた 第46号

一般社団法人新潟県レクリエーション協会

2021年8月発行

撮影のためマスクを外しました

2021年6月30日が有効期限の公認指導者で更新手続
きを済ませていない方は、公認指導者資格が失効状態
です。該当する方には、日本レクリエーション協会か
らメールや郵送で更新のお願いをしています。また、
引っ越し等で登録の住所変更をしていない場合は更新
案内が不達になっている場合がありますのでご確認を
お願いいたします。
更新のお願い
＜更新案内が手元にある場合＞
払込取扱票は利用できるので、郵便局やコンビ
ニエンスストアでお支払い下さい。
または「レクぽ」にてインターネットでの
お支払いも可能です。
（別途、web決済料290円必要）

＜更新案内が手元にない場合＞
「レクぽ」にてインターネットでお支払い下さい。
「レクぽ」が利用できない場合は、日本レクリエー
ション協会までご連絡ください。払込用紙をご本人
様に送付いたします。
一般財団法人日本レクリエーション協会
電話 03-3834-1092

知人が新型コロナに感染しました。
感染経路は、子どもの習い事の待ち
時間、涼しい車中でのおしゃべりで
感染。楽しくて、気のゆるみでマス
クをずらして話をしてしまったよう
です。「密室で、マスクをしないで
会話」の場面を自ら作ってしまい感
染してしまったのです。
本人は、持病の鼻炎かな、と無症
状に近い症状で感染しており、感染
に気が付かず一気に家庭内感染。
家族は軽症でしたが、関係者に迷
惑をかけてしまったことを後悔して
も悔やみ切れない実情に、「絶対に
油断しないでね」と一言。
コロナ生活の日々。油断していま
せんか？改めて、左の感染リスクが
高まる「5つの場面」を用意しました。
私も手指のアルコール消毒、三密
回避を心がけたいと感じました。A.T
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