スポーツ振興くじ助成事業

栃木県レクリエーション協会

より元気な より楽しい
スポーツレクリエーション活動を
目指して！
！
スポーツ・レクリエーションは、スポーツを活用して楽しさと交流を
生み出し、人々の気持ちを元気にするレクリエーション活動です。私た
ちは、このスポーツを活用したレクリエーション活動を展開することに
より、スポーツ基本法の前文にある「スポーツを通じて幸福で豊かな生
活を営むこと」を一人でも多くの人が実現できることを支援していきた
いと思っています。
栃木県レクリエーション協会は、昭和 23 年に設立、昨年 50 周年の記
念行事を行いました。新しい一歩を踏み出すにあたり、今回のガイドブッ
ク作成となりました。
現在 18 の各種目団体と 19 の地域協会、領域団体が加盟しています。
そして加盟団体は、それぞれの独自性と地域とのつながりの中で活動を
展開しています。
県協会は各加盟団体の連携の拠点となるべく組織運営を行っています。

栃木県レクリエーション協会
〒 320-0057

とっちい
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宇都宮市中戸祭 1-6-3

028-650-3330
028-650-333 1
rec-tochigi@h2.dion.ne.jp
http://rectochigi.jimdo.com

スポーツ会館内
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フォークダンス
栃木県フォークダンス協会は、
昭 和 38 年 に 発 足 し、 平 成 29 年
に、55 周年記念大会を開催しま
し た。 県 内 53 団 体、 会 員 数 約
1200 名の組織です。県内各地で
楽しいフォークダンスの普及・振
興を図っています。栃木県フォー
クダンス大会は毎年 500 名位の参
加を得て盛大に開催しています。
フォークダンスは健康体操として
最適、踊れば自然に笑顔になれま

栃木県フォークダンス協会
住

所：宇都宮市宝木本町
1177-37
塩田方
連絡先：028-665-6005
対 象：一般、高齢者、子ども、
障がい者
■主な事業■
●栃木県フォークダンス大会
●全国フォークダンス巡回講習会
●全国レクダンス巡回講習会
●栃木県 FD 公認指導者研修会 2 回
●栃木県 FD 指導者講習会
(1 泊 2 日 )2 回

す。
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オリエンテーリング
オリエンテーリングは、50 年
前、 体 力 づ く り と 連 帯 意 識 向 上
に役立てることを目的に導入され
たスポーツです。時代と共にナビ
ゲーション技術向上と自己の目標
を達成する競技スポーツに中心が
移っています。山野における競技
会も全日本大会をはじめ学生選手
権等、多くの大会を開催し、最近
は公園を会場とした小規模大会を

栃木県オリエンテーリング協会
住

所：宇都宮市中央 3-4-7-202
荻田方
連絡先：028-616-6002
対 象：一般、高齢者、子ども、
障がい者
■主な事業■
●栃木県オリエンテーリング大会
の開催
●とちぎスポーツ・レクリエーショ
ンへの参加
●学生の大会開催、合宿・練習会
等への支援

催し、普及に努めております。
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インディアカ

栃木県インディアカ協会は、平成
元 年 に 発 足 し、 今 年 6 月 に 設 立 30
周年を迎えました。県内の各市町協
会と連携を図り、生涯スポーツの一
つとして多くの愛好者による健康の
増進と仲間づくりをしながら楽しん
で い ま す。 ま た、 イ ン デ ィ ア カ は、
男女混合で取り組めるスポーツで、チーム
プレーが結婚という 幸せの勝利 に結び
付いた方もいるなど、婚活の場としても一
役買っているようです。夫婦で共通の趣味
としてインディアカを楽しんでいる方など、いい汗を流していつまで
も健康で、幸せを維持することに寄与することとしています。

栃木県インディアカ協会
住

所：さくら市氏家 1866
長嶋方
連絡先：028-682-2367
FAX 028-682-2367
E-mail nagashima@
tochigi-indiaca.jp
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●ねんりんピックとちぎ 2018 と
ちぎフレンドシップ大会
● 2018 国体デモスポ推進交流会 さく
ら市長杯健康づくりインディアカ大会
●とちぎスポーツフェスタ 2018
●スポレク記念 第 44 回とちぎイ
ンディアカ大会
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ターゲット・バードゴルフ

▼

ターゲット・バードゴルフ ( 略省：
TBG) は、ゴルフをミニ化したような
競技で、プレーは、マットの上に羽根
つきのボール（飛距離を抑える）を置
き、クラブ 1 本でショットしながら前
方にあるパラソル型の専用ホールに入
れる競技。コースは 18 ホール、パー
72。ゴルフプレー経験のある方は、速
やかにプレーができます。生涯スポー
ツとして、自分の健康保持、増進、そ
して生きがいつくりに始めてみません
か。H30 年 9 月 8 ９日に市貝町で関
東甲信越ブロック大会を開催しました。
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栃木県ターゲットバードゴルフ協会
住 所：芳賀郡市貝町赤羽 2648-17
連絡先：0282-82-1058（事務局大塚）
090-5567-6291（事務局大塚）
対 象：子どもから高齢者まで
■主な事業■
●「競技資格認定証」取得、更新講習会
●ねんりんピック栃木県予選大会
●競技資格認定者栃木県大会
●関東甲信越ブロック大会栃木県
予選会
●全日本大会栃木県予選会
●スポーツフェスタ栃木県民交流大会
●関東甲信越大会、全日本大会参加
●理事会、常任理事会、総会

ドッジボール
ドッジボールは「いつでも」「どこでも」「誰とでも」簡単にできる

スポーツで、小さいころからみんな遊んだ記憶があると思います。ドッ
ジボールにルールを設け、楽しくみんなで競技をする事で「自主性」
「自
己責任」「向上心」を育み、ドッジボールをやっていて良かったと思っ
ていただけるように日々の活動の手助けをしております。ボールから
逃げて、ボールを取って、投げ
て、相手に当てる。単純な動きで
すが、やってみるとすごく体力
を使います。ドッジボールをやっ

栃木県ドッジボール協会
住

所：足利市羽刈町 158-1
橋本方
連絡先：090-9327-7799
E-mail tdba@keb.
biglobe.ne.jp
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●ドッジボール大会の企画・運営
●地域ドッジボール教室の開催
●企業・学校等のドッジボール大
会への支援

てみたい方、興味のある方はホー
ムページ質問欄から連絡をおね
がいします。
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フライングディスク
フライングディスクを使用した全
11 競技。いつでもどこでも誰とでも
楽しめる三世代スポーツ。レクリエー
ションから本格競技まで幅広い楽しみ
方ができます。オリンピック採用を目
指すアルティメット、海外で爆発的に
普及しているディスクゴルフ、世界
トップレベルの迫力あるガッツ。
他の競技もその魅力に惹き込まれる
こと間違いなしです。協会設立 30 周
年を迎え仲間を更に増やして行きたい
と思っています。 No disk, No life
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栃木県フライングディスク協会
住 所：宇都宮市平出町 2750
連絡先：090-1252-6522
対 象：一般、高齢者、子ども、
障がい者
■主な事業■
●栃木県ディスクゴルフ大会
●関東オープンディスクゴルフ大会
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スポーツチャンバラ
栃木県スポーツチャンバラ協会
は平成 10 年 10 月 1 日に設立し
ました。毎年各イベント等に参加
させていただていておりますの
で、ご存じの方も多々いらっしゃ
るのではないかと思います。本部

は神奈川県で 1972 年に設立しています。現在全世界で愛好者 40 万
人となり、世界大会、全日本選手権大会、全国少年少女大会、全国大
学選手権等が毎年行われています。県内でも県大会、大田原市大会を
毎年行っている団体です。よろしくお願いします。
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住

所：下都賀郡壬生町大師町
21-4
連絡先：0282-82-1327（安納方）
対 象：一般、高齢者、子ども、
障がい者
■主な事業■
●ジュニア育成
●放課後子ども教室
●出前教室
●栃木県スポーツチャンバラ選手
権大会
●その他 各種大会

ペタンク
ペタンクは 1910 年に南フランスの港町
ラ・シオタで生まれ、誰でも何時でも何処
でも少しのスペースで気軽にプレーが楽し
めるボールスポーツです。ピエタンケ（「両
足を揃える」の意）から「ペタンク」になっ
たと言われています。ヨーロッパを中心に
各国に普及し、年齢・性別を問わず楽しめ
るため、現在では世界 55 か国以上で競技
が行われています。
昭和 63 年に栃木県ペタンク協会が設立
され、上部団体の改名に伴い平成 27 年に栃
木県ペタンク・ブール連盟と改名しました。
各種大会開催、会員への知識・技術・マナー研修会、講習会は右記のとおりです。
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栃木県スポーツチャンバラ協会

栃木県ペタンク・ブール連盟
住 所：宇都宮市陽東 3-1-6
連絡先：028-662-3026（片桐方）
対 象：子ども、成人一般、高齢者
■主な事業■

●ねんりんピックペタンク大会県予選会
●日本ペタンク選手権大会県予選会
●栃木県スポ・レクフェスティバル種目
別ペタンク大会
●栃木県老人クラブ連合会ペタンク大会
●栃木県ペタンクオープン交流大会
（ポイント制 D ランク）
●栃木県ペタンク選手権大会
●栃木県ダブルス大会
●審判員・指導員認定講習会
●競技規則講習会
●各市町 ( 日光、佐野、矢板、那須塩原、
那須烏山、高根沢等）講習会・研修会

シェアリングネイチャー
栃木県シェアリングネイチャー協会は県内
に指導員約 150 余名がおり、多くの方に「自
然を、五感を使って感じてほしい」という願い
をもち活動しています。また県内に「宇都宮」
「那須野が原」の二つの地域ネイチャーゲーム
の会を有し、各種団体や自然の家、また小中学
校、幼稚園保育園などの依頼を受け自然体験活
動を支援するなど、老
若男女を問わず様々な
体験活動 ( アクティビ
リティー ) を通して自
然への気づきを促して
います。

栃木県シェアリングネイチャー協会
住 所：宇都宮市泉が丘 7-4-20
連絡先：028-664-0205（鈴木方）
対 象：子ども、障がい者、一般
高齢者
■主な事業■
●リーダー養成講座
●地域の会運営・連携サポート
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３Ｂ体操
３B 体操協会は昭和 46 年の創立以
来、「健康で安らかな心」「健康で美
しく老いる」のスローガンのもとに
全国各地区で 0 歳から 100 歳までを
対象に、健康意識の向上と心身の健
やかな生活を推進し生涯スポーツの
振興に努めてまいりました。3B 体操

公益社団法人
日本 3B 体操協会栃木県支部
住 所：宇都宮市海道町 328-1
連絡先：028-660-2891（渡邊方）
対 象：一般、高齢者、親子
ジュニア、障がい者
■主な事業■
● 3B 体操栃木県支部交流会

を通じてどなたでもできる運動の機
会と体を動かす心地よさや楽しさを
体感してください。年齢、性別を超
えた仲間との交流の輪を広げていき
ながら活動してまいります。
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パークゴルフ

パークゴルフは、クラブ 1 本とボール 1 個そ
れにボールを置くティがあれば誰にでもプレー
を楽しむことができる簡単なスポーツです。芝
生の上で太陽をいっぱい受けながらボールを打
ち、打数を競いながら楽しく遊べる健康的なス
ポーツです。親子・夫婦・おじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんなど、
世代を超えて一緒にプレーを楽しむことができ、家庭のコミュニケー
ションづくりに始まり、町内会 ( 自治会 ) や職場、そして町の区域を
取り払い、広くは国際的なコミュニティスポーツにすることが大きな
目的です。ルールも、どの世代にもわかりやすいように配慮がなされ
ており、多くの人が楽しめるようにしてあります。コースも自然を大
切にし、安全で楽しめるように作ってあります。パークゴルフ場は鬼
怒グリーンパーク白沢パークゴルフ場を始め県内各地にあります。
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住

所：宇都宮市下栗町 635-13
舘 正美方
連絡先：028-656-1221
(FAX 同様 )
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●パークゴルフ

マウンテンバイク

私たち栃木県マウンテンバイク協会は、野山などの整地されていな
い場所を走るために作られた自転車「マウンテンバイク」の普及と、
マウンテンバイクを楽しむためのフィール
ドの拡大、生涯スポーツとしての環境づく
りを目的として活動している団体です。
マウンテンバイクはオリンピック競技に
もなっているスポーツですが、競技として
だけではなく、子供から
大人まで楽しめるスポー
ツとして、またアウトド
ア・アクティビティのひ
とつとして、楽しみなが
ら活動をしています。
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栃木県パークゴルフ協会連合会

栃木県マウンテンバイク協会
住

所：宇都宮市駒生町 1403-7
亀和田方
連絡先：028-652-5661
090-7813-9341
E-mail ttn8maz282@
mx4.ttcn.ne.jp
対 象：一般
■主な事業■
● MTB（マウンテンバイク）の
普及並びにフィールドの拡大
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カローリング
1 チーム 3 人のチームワークと戦略とテ
クニックが織りなす、大人こそが楽しめる
インドアレクスポーツ、それが日本生まれ
の「カローリング」です。床上のブラシの
ないカーリングを想像してみて…。
各チーム６個ずつのカラフルなジェッ
トローラを先攻後攻交互にポイントゾー
ンめざし投球する 6 イニング制のゲームは、一人ひ
とりが主役 ! ！ローラが止まる瞬間のドキドキ感、
メンバーの拍手と歓声の中の満足感、スリルあふれ
る臨場感が魅力です。当会は発足 9 年目を迎え、シ
ルバー世代にこそ楽しさを知っていただきたいと普
及活動中です。体験してみたい方はご連絡をどうぞ !!
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栃木県カローリング協会
住

所：宇都宮市泉が丘 7-12-14
友遊いずみクラブ内
連絡先：028-662-1221
対 象：一般 高齢者 障がい者
■主な事業■
●県大会
●とちまるフェスタ県民大会
●審判講習会

スラックライン
スラックラインとは幅 5㎝のベル
ト状のラインを木と木などに張り、
綱渡りのように歩いたりジャンプ
したりいろいろな技を競い合った
りするスポーツです。この新しい
スポーツの楽しさを知ってもらう
ために、県内各地でパフォーマン

栃木県スラックライン協会
住

所：宇都宮市宝木町
1-2577-65
連絡先：090-5425-6830（岡田方）
対 象：一般、子ども
■主な事業■
●スラックライン普及イベント
●出前教室

スと体験会などの活動を行ってい
ます。
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武術太極拳
栃木県武術太極拳連盟は、長年
にわたり県内の太極拳普及活動を
行っております。毎年秋に開催し
ています県交流大会では約 800 名
ほどの愛好者が集い、日頃の練習
成果を披露しています。高齢化社

栃木県武術太極拳連盟
住 所：宇都宮市五代 1-1-5
連絡先：028-653-8185
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●ねんりんピックとちぎ種目別大会
●各種大会
●地域教室の開催

会において健康のため介護予防の
た め 太 極 拳 は 注 目 さ れ て い ま す。
また当連盟では指導員やジュニア
選手の育成にも力を入れており世
界及びアジアジュニアチャンピョ
ンも輩出しています。
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バウンドテニス
栃木県バウンドテニス協会は、設
立 13 年が経過しております。バウン
ドテニスはテニスコートの 6 分の 1
の面積で、小学生から高齢者まで幅
広い年代が楽しめるスポーツです。
協会主催大会は、栃木県レクリエー
ション協会後援「とちおとめ親善交
流大会」を関東・東北・関西方面よ
り約 200 名の大会、栃木県バウンド
テニス選手権大会、親善交流大会、
全日本・関東ブロック選手権予選会
を主催し、ジュニア親善交流大会も
後援しております。

17

栃木県キャンプ協会
住

所：宇都宮市鶴田町 2148-26
藍原方
連絡先：090-4597-1715
E-mail tochigi@
camping.or.jp
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●小学生〜シニア、ファミリーま
で、幅広い層を対象に、キャン
プ事業
●キャンプの指導者の育成

ユニカール

ユニカールは「ユニバーサルカーリ
ング」の略称です。スウェーデンで考
案されました。平昌オリンピック・パ
ラリンピックで日本中を感動の渦に巻
き込んだカーリングを、カーペットの
上でストーンを滑走させて行うゲーム
です。2002 年に開催されたニュースポーツセミナーを機に協会を立
ち上げ、普及に努めてきました。誰にでも楽しんでいただけます。「も
ぐもぐタイム」はありませんが、作戦会議「ぺちゃくちゃタイム」で
のコミュニケーションも楽しさの大きな要因です。３人でチームを組
みますが、１人でも大丈夫です。興味のある方はぜひ声をかけてくだ
さい。現在は塩谷、日光、鹿沼で練習会を行っています。今後は全県
域で楽しんでいただけるよう努力していきたいと思っています。
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住 所：宇都宮市長岡町 443-1
連絡先：028-650-4111
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●栃木県選手権大会
●栃木県親善交流大会
●全日本選手権大会
●関東ブロック選手権・親善・
ジュニア大会
●ねんりんぴっく

キャンプ
キャンプ活動に関わる知恵と経験を
備えたボランティア集団です。1988
年に組織キャンプの普及を目的に設立
されました。現在は、小学 1 年生〜 3
年生対象の「わくわく・どきどき・は
じめてのキャンプ」、小学 4 年生〜高
校生対象の「自然生活体験キャンプ」、
小学 1 年生〜 6 年生対象の「冬のキャ
ンプ」と「シニアキャンプ」などの野
外活動やキャンプを提供しています。
また、キャンプ指導者としての知識
や技術を身につけるための養成事業も
行っています。
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栃木県バウンドテニス協会

栃木県ユニカール協会
住

所：塩谷郡塩谷町玉生 681 番地
玉生コミュニティセンター内
栃木県ユニカール協会
連絡先：0287-45-0050
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●体験会
●普及指導員養成講習会
●各種大会開催

みんなでつなげようスポーツとちぎ

（栃木県スポーツ推進計画より）

スポーツレクリエーションガイドブック
地域協会・領域団体編
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宇都宮市レクリエーション協会
宇 レ ク 協 会 は 昭 和 59 年 (1984 年 )
に設立し、まもなく 35 周年を迎える。
「全国一斉 WR 大会」は第 2 回目 (1985
年 ) より参画し、
「シルバースポーツフェ
ス テ ィ バ ル 」(1988 年 )、『SPORTS
FEST NZ'92』(1992 年 ) の海外研修と
して参加の「WR 大会部門」にてはチー
ム力を発揮し 団体優勝 の偉業達成！！
集団時代を経て高齢化社会へと多様
性が求められる対応としては『レク原
点』への回帰を合言葉に レクリエーショ
ンの楽しみの再確認 活動元年を推進し
て行きます。
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宇都宮市レクリエーション協会
住

所：宇都宮市鶴田町 17-7
浜野方
連絡先：080-1156-8839
028-645-6881（FAX 同様）
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●毎年 4 月第 4 日曜日に「全国一斉あ
そびの日」を開催
●「とちぎスポーツフェスタ」
、「栃木
県レク大会」への参画
●地域への軽スポーツ・レクリエーショ
ン支援活動
●健康ウォーキング、ネイチャーレク
リエーションの企画・指導の支援
●新種目のニュースポーツ体験・勉強
会の開催

足利市レクリエーション協会
足利市レクリエーション協会 ( 足レ
ク ) は 2016 年 12 月、40 周 年 の 式 典
と祝賀会を開催しました。足レクは、長
年、インストラクター講習会やウォーク
ラリー大会、福祉レクリエーション講習
会等を展開してきました。近年は、全国
一斉あそびの日に「遊びの宝島」を実施
し、300 名を超える参加者が様々な遊
びを通して交流を図っています。足レク
は、足利尊氏公マラソンをはじめ、行政
や各種団体等と連携・協力し、これから
も市民にすこやかな遊びの場の提供がで
きる協会を目指しています。

足利市レクリエーション協会
住 所：佐野市船越町 2443
連絡先：080-8908-0779
ashi̲rec@yahoo.co.jp
対 象：一般、子ども、高齢者
障がい者
■主な事業■
●全国一斉あそびの日イベント開催
●福祉レクセミナー開催
●各種研修会・教室等
●指導者派遣
●月刊情報紙「アシレク」発行

9

21

佐野市レクリエーション協会

佐野市レクリエーション協会は、平
成 17 年 6 月に旧佐野市、旧田沼町、
旧葛生町と新たに設立し現在に至って
います。現在 26 団体が加盟し、自主
活動はもとより、佐野市との共催で 4
月には「市民歩け歩け大会」、6 月に
は「佐野ウォークラリー大会」、10 月
には「市民レクフェスティバル」を実施しており、3 月は協会自主事
業の「スプリングフェア」を行っております。2018 年市民レクフェ
スティバルからは、参加者の健康を願って本格的な「体力測定」を実
施いたします。平均寿命と共に健康寿命も日本一となるようレクリエー
ション活動を広め、積極的に参加いただける環境を整えていきたいと
計画しております。
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鹿沼市レクリエーション協会
住 所：鹿沼市佐目町 161-1
連絡先：0289-77-2286（FAX）
対 象：一般、高齢者、子ども、
障がい者
■主な事業■
●「熱熱親子で麺ソーレ！」「ワク
ワク親子でピザつくろ！」「親子
でサイクルトライアル！」「おは
ようサイクリング」他親子の集
い支援
●「ふれあいウォーク」「さつきマ
ラソン」スタッフ支援

小山市レクリエーション協会
当協会では、年 4 回の大きなイベン
トを行っています。あそびの日・スポ
レクフェアそして、ダンスの講習会を
2 回。あそびの日・スポレクフェアは、
スタッフ参加・事業参加対象です。ま
た、ダンスの講習会は、資格取得科目
対象です。参加希望の方は、事前に連
絡をお願いします。ダンスの街を提唱
している小山市と「小山市フォークダ
ンスフェスティバル」を主催していま
す。その他にも、クッブ（薪投げゲー
ム）やペタンクの普及にも努めていま
す。出前講座にも対応しています。
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住 所：佐野市高砂町 1 番地
連絡先：0283-20-3049
対 象：一般、高齢者、障がい者
■主な事業■
●ターゲットバードゴルフ（５）・
フォークダンス（２）・グラウン
ドゴルフ（２）野球チーム（２）
・
歩こう会（３）・ラージ卓球・リ
ズム体操・ドッジボール・太極拳・
ソフトバレーボール・鍼灸師会・
子供会・スカイクロス・卓球バ
レー・クリケット・レク指導者
の会（２）の２６団体が、競技
大会やレク講習会を開催してお
ります。

鹿沼市レクリエーション協会

昭和 39 年設立、多くの仲間が集い
鹿沼市の発展とともに成長してきまし
た。日本舞踊、民族舞踊、サイクリング、
ユニカール、レクリーダーズとそれぞ
れの団体が様々な分野で支えあってい
ます。近年は「親子の絆」を活動の中
心に、子供から高齢者、障がいのある
方も一緒に楽しめる企画に力を入れて
います。「熱熱親子で麺ソーレ」などで
は、食を通した親子の共同作業や自然
の中で過ごす一日を楽しんでいただいています。さらには「参加でき
るスポーツ」を目指し「親子でサイクルトライアル」などの活動にも
取り組んでいます。地域で活動するレク仲間を募っています。

23

佐野市レクリエーション協会

小山市レクリエーション協会
住

所：小山市外城 371-1
小山市教育委員会
生涯スポーツ課内
連絡先：090-6312-8360（輕部方）
URL https://oyamarec.jimdo.com/
対 象：幼児から高齢者まで
■主な事業■
●あそびの日
●おやまスポーツレクリエーション
フェア
●レクリエーションダンス講習会
●フォークダンス講習会
●小山市フォークダンスフェス
ティバル
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那須塩原市レクリエーション協会

当協会は昭和 49 年 7 月に設立し、県
北で活動する唯一の団体です「レクリ
エーションって生きるよろこび」を合言
葉に、様々なレク活動にチャレンジ！そ
して楽しんでいます。その楽しさ、よろ
こびを少しでも市民へ届けたいと願って
います。
主な活動は、会員仲間のお楽しみにニュースポーツの練習会と、大
会開催。レク活動の普及にレク教室の開催、各種イベントへの参加。そ
して子供会や生きがいサロン等各種団体のレク活動を支援しています。
ニュースポーツの中で、カローリング、ディスコン、シャフルボー
ドを得意とし、普及振興に努めてもいます。那須塩原市体育協会、栃
木県レクリエーション協会日本ディスコン協会に加盟しています。
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那須塩原市レクリエーション協会
住 所：那須塩原市高林 1343-3
連絡先：090-3474-1659
E-mail kikuchi1343 ＠
basil.ocn.ne.jp
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■

●レクリエーション教室兼月例会
●ニュースポーツ練習会、講習会
●ニュースポーツ交流大会 ( カローリ
ング、ディスコン、シャフルボード、
マレットゴルフ）
●市民カローリング・ディスコン・シャ
フルボートﾞ大会
●各種イベントへの参加
●全国一斉あそびの日キャンペーン事業
●市民、各種団体等へのレク活動支援

矢板市レクリエーション協会
当協会は、レクリエーショ
ンクラブ・フォークダンスク
ラブ・インディアカ協会の 3
団体で構成されています。設
立当初は、協会主催で親子向
けのイベント等も実施してい
ましたが、最近は団体毎の活

矢板市レクリエーション協会
住

所：矢板市矢板 106-2
教育委員会生涯学習課内
連絡先：0287-43-6218
（担当：大澤）
対 象：一般、高齢者、障害者
子ども
■主な事業■
●ネイチャリング事業

動が中心となっています。主
催事業として、毎年夏にハイキングを実施していて、奥日光や那須高
原など県内各地のハイキングコースを歩きますが、市民からは好評で
毎回 40 人程度の参加者があります。
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日光市レクリエーション協会
日光市レクリエーション協会は、今
年度設立２１周年を迎えました。現在
約 20 名の会員で活動を行っております。
全国一斉あそびの日の活動では、合併し
た旧 5 市町村の一体感の醸成を目指し
て各地区の良さを理解してもらえるよう
なウォークラリー大会を実施してきまし
た。またハイキング講座やレクゲーム講
座、マジック講座等を実施し
たり、マジックやフラダンス
の発表会も行ったりしていま
す。多くの皆さんの参加をお
待ちしております。

日光市レクリエーション協会
住

所：日光市今市本町 1
日光市教育委員会事務局
スポーツ振興課内
日光市レクリエーション
協会事務局
連絡先：0288-21-5183
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
ウォークラリー大会・登山ハイ
キ ン グ 講 座・ レ ク ゲ ー ム 講 座・
輪投げ大会・マジック講座・ポー
ウォーキング講座・クラフト講
座等
各種出前講座にも対応しています !

11
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栃木市レクリエーション協会

本協会は、栃木市大平町を拠点と
して、広い年齢層の方々に笑顔を届
ける活動をしています。主催行事と
しては、広く一般の方々を対象とし
た春と秋のハイキング、そして、小
学生の親子を対象としたドッチボー
ル大会などを行い、毎回たくさんの方々に参加いただき「楽しかった。
良い体験ができました。」などたくさんの喜びの感想をいただいていま
す。またその他、幼稚園・保育所・小学校や地域の高齢者教室などか
らの依頼を受け、それぞれのニーズに合わせたプログラムを会員みん
なの知恵を出し合い作成し実施していて、いろいろな場面での参加者
のうれしそうな表情に癒されています。これからも地域に密着した活
動を通して、参加者の大きな笑顔をいただこうと思っています。
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栃木市レクリエーション協会
住 所：栃木市大平町真弓 1577
連絡先：090-4368-9049
0282-43-2393（FAX）
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●ハイキング（春・秋）
●親子ドッチボール大会（小学生
親子）

真岡市体育協会
真岡市体育協会は昭和 29 年 10
月、市制施行に伴い発足した。「市
民ひとり 1 スポーツ」を目標に掲
げ、競技スポーツをはじめ、健康
増進のためのニュースポーツ・レ
クリエーションスポーツなどの普

真岡市体育協会
住

所：真岡市田町 1251-1
市総合体育館内
連絡先：0285-84-2811
対 象：一般
■主な事業■
●各種競技スポーツの振興

及推進を、市と連携をとりながら
展開している。市民がスポーツや
レクリエーションに親しみ日々明るく豊かに生活できるよう、引き続
き各種の事業に取り組み、多くの市民が参加できるよう活動していき
たい。
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市貝町体育協会レクリエーション部
昭和 52 年、当時レクリエー
ション公認指導者 2 級の資格
を持った青壮年の人たち 20 数
名で創設された団体です。活
動も昭和 57 〜 60 年頃が一番
隆盛を誇っていましたが、平
成に入りますと会員も減少し
公認指導者としての資格も更

新する人が少なくなりました。現在、町で行われているレクフェスや
町民ハイキング等で、行政や体協と連携し活動しているのが現状です。
「いつでも、どこでも、だれとでも」を合言葉に、手軽に楽しめるスポー
ツ・レクリエーション普及に向けて再び奮闘中です。
12

市貝町体育協会レクリエーション部
住

所：市貝町大字上根 1577
市貝町中央公民館内
連絡先：0285-68-0020
0285-68-0048（FAX）
（担当 竹石忠将）
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●いちかいスポレク祭協力
●いちかい・いきいきクラブ支援
（総合型スポーツクラブ）
●生涯学習課主催講座等講師派遣
●町内小学校キャンプ体験指導等
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益子町体育協会
益子町体育協会の主な活動と
しましては、年間を通して各
種目の大会開催をはじめ、栃木
SC 応援の「町民デー」、毎年
50 を超えるチームが参加する
駅伝競技大会、一流アスリート

益子町体育協会
住

所：益子町益子 3367-3
益子町体育館内
連絡先：0285-70-2727
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●各種スポーツ教室の開催
●駅伝競走大会

を招いての少年スポーツ教室、
指導者育成教室を行っていま
す。また、総合型スポーツクラ
ブ「ましこチャレンジクラブ」と連携してスポーツ交流会等の協力や、
気軽にできるニュースポーツ普及の活動を行っています。
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芳賀町体育協会
芳賀町は県南東部に位置す
る豊かな自然に囲まれた町で
す。町民憲章で目指している
町民がスポーツに親しみ健康
で明るい家庭づくりができる
ように、町体育協会では各種

芳賀町体育協会
住 所：芳賀町大字与能 1142-1
連絡先：028-677-5155
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●芳賀町民スポーツ・レクリエー
ション大会

スポーツイベントを開催して
お り ま す。 年 2 回 行 わ れ る
町民スポーツ・レクリエーション大会では、町民同士のふれあいの場
をつくり、年間を通じて開かれている各種スポーツ教室では、町民の
健康づくりとスポーツへの関心の向上に努めております。
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野木町体育協会

野木町では毎年「のぎスポレクフェ
スタ」を実施し、スポーツ・レクリエー
ションを通じて子供から高齢者までの
幅広い地域交流を行っています。それ
と同時に、町民のいきがいづくりと体
力の向上、健康の促進も図っていま
す。また、2022 年栃木国体でハンド
ボール競技の開催が内定してることか
ら、現在ハンドボールに力をいれて取り組んでいます。野木町ハンド
ボール協会を中心として、小学生の強化練習や中学生選抜の練習会な
ど、力をいれて活動しています。「野木町から 1 人でも多くの国体選手
輩出」を目指しておりますので、今後も皆さまからのご指導とご協力
をお願いいたします。

野木町体育協会
住 所：下都賀郡野木町丸林 571
連絡先：0280-57-4187
E-mail syougaigakusyuu
@town.nogi.lg.jp
対 象：一般、高齢者、子ども
■主な事業■
●のぎスポレクフェスタ
●ハンドボール強化練習会

13

33

グリムの里スポーツクラブ
本クラブは『いつでも・どこでも・
だれとでも』スポーツが楽しめる
組織として平成 8 年 7 月に創設し、
今年で 22 年目を迎えます。特色と
しては、ひとつの種目の会員ならば
他の種目の交流大会にも参加でき、
人とひととのふれあいを大切にし、
いろいろなスポーツが出来る組織と
して活動を続けております。これか
らも独自の活動方針を持って、みん
なのクラブとして親しまれた地域に
根差した組織として活動を続けてい
きたいと思います。
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NPO 法人グリムの里スポーツクラブ
住 所：下野市大松山 1-7-1
連絡先：0285-52-1182
対 象：小学生、中学生、一般
■主な事業■
●グリムの里スポーツまつり
●スポーツ教室
●キッズ・トランポリン教室
●親子体操教室
●健康ハイキング
●交流大会（11 種目）
●フレ・スポ・ディー（８種目）
●指導者講習会

（公財）とちぎＹＭＣＡ
とちぎ YMCA では、子供たちと
青少年ボランティアの成長を願って
プログラムを行っています。
YMCA は互いに認め合い「ポジ
ティブネット」※ のある社会を目指
して、関わる皆さんに「みつかる。
つながる。よくなっていく。」価値
を提供します。

※善意や前向きな気持ちでつながる

公益財団法人とちぎ YMCA
住 所：宇都宮市松原 2-7-42
連絡先：028-624-2546
E-mail akutsu.kazushi
@tochigi-ymca.org
対 象：子ども
■主な事業■
●健康教育プログラム
（サッカー・幼児体操・水泳）
●語学プログラム（英会話）
●野外教育プログラム
（日帰りプログラム）
●シーズンプログラム（キャンプ）
●国際協力プログラム

ネットワークのこと
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（株）
ＳＵＢＡＲＵ宇都宮製作所
昭和 35 年に体育文化会は、従業
員及びその家族の健康増進や職場
の親睦を図ることを目的に発足し、
職場レクリエーション活動の活性
化、よりよいコミュニケーションづ
くり、各職場におけるリーダーの指
導・育成等を行っています。体文活
動を通して職場・個々のコミュニ
ケーションを深め、心と体の健康を
合言葉に活気ある会社づくりに努力
し、しいては社会貢献に繋がるレク
リエーション活動を進めていきたい
と思います。
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㈱ SUBARU 宇都宮製作所
住 所：宇都宮市陽南 1-1-11
連絡先：028-684-7134
対 象：従業員とその家族
■主なスポレク活動■
●職場対抗活動
（ソフトボール大会、バドミント
ン大会、バレーボール大会）
●従業員個人家族活動
（卓球大会、硬式テニス大会、ゴ
ルフ大会、マス釣り大会）
●交流活動
（盆踊り大会、ふれあい祭、少年
野球教室、文化交流会）
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栃木県学校レクリエーション研究会
学校では、教師と子ども、子ども
同士のコミュニケーションを深め
ることで信頼関係を築いていくこ
とが、様々な場面で必要になってく
る。コミュニケーションを深めるこ

栃木県学校レクリエーション研究会
住 所：足利市寿町 9-32
連絡先：0284-43-2011
対 象：教育に関心のある人
■主な事業■
●学校レクセミナーの開催

とに、レクリエーションの手法は大
変有効である。アイスブレーキング・
ホスピタリティ・自主性、主体性を
育むレク支援（ハードル設定・CSS プロセスなど）こそ、学校の先生
方に伝えていきたい。レクインストラクターの養成カリキュラムが改
訂されて、学校レクの重要性が再認識されています。県内の指導者の
力を合わせて、学校レクの発展を目指して活動していきます。
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栃木県福祉レクリエーション・ネットワーク

2007 年に福祉レクリエーション
に関わる仲間が集い発足した勉強会
が、ネットワークへと成長、2009
年に名称変更し現在に至っていま
す。勉強会から研修会へと活動を広
げてきました。オリジナルの体操や
福祉の現場で活用していただけるよ
うなレクアレンジ集なども手掛けています。「福祉レクリエーション」
のキーワードは「笑顔」です。子どもたち、高齢者そして障がいのあ
る方たちが、生活全般、スポーツレクリエーションそれぞれの場面で
輝けるよう私たちにできることを考えています。「福祉レクリエーショ
ン」は私たち自身の未来へとつながっていくものです。「こうあってほ
しい」行く道を一緒に考えてみませんか？会員募集中です。

栃木県福祉レクリエーション・ネットワーク
住

所：宇都宮市中岡本町
3713-115（森川宅）
連絡先：
対 像：一般、高齢者、子ども、
障がい者
■主な事業■
●福祉レクリエーションセミナー
●介護予防教室
●障がい者家族の集い等の支援

栃木県レクリエーション大会の開催
昭和 43 年に栃木県体育館で第 1 回大会を開催して以来、県内各地でレクリエーション大会として
毎年開催されています。「開会行事」「種目別交流会」等多種多彩なプログラムを編成し、誰もが気
軽に参加できるという大会です。大会は県民の一人ひとりがスポーツ・レクリエーション活動を理
解し、体験し、楽しさを通して喜びを味わえる、そして多くの人たちの交流を図ることを目的とし
ています。

教員免許状更新講習会の取り組み
平成 19 年 6 月の改正教育職員免許法の成立により、平成 21 年 4 月 1 日から教員免許更新制が導
入され、教員免許状に 10 年間の有効期間が付されました。更新年齢刻当者は、2 年間で 30 時間以
上の免許状更新講習を受講終了する必要があります。
栃木県レクリエーション協会では、平成 29 年度から「選択領域」（18 時間）の教員免許状更新講
習を開催し、多くの先生方が参加し高評価を得ています。
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