
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！！

※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
京都府レクリエーション協会では、「府レクだより」に掲載する記事を募集しています。レクリエーションに関する記事をお
寄せください。※場合によっては掲載できないこともありますので、ご了承ください。
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事業名

実施日

会　場
時　間

内　容

参加費

申込先

事業名

実施日

会　場
時　間

内　容

参加費

申込先

事業名

実施日

会　場
時　間

内　容

参加費

申込先

事業名

実施日

会　場
時　間

内　容

参加費

申込先

事業名

実施日

会　場
時　間

内　容

参加費

申込先

10：00～12：00
京都府立木津川運動公園（城陽五里五里の丘）

6月11日（土）

無料
京都府立木津川運動公園
0774-66-6022

夏を彩る花ノカンゾウ・セブカンゾ
ウを花の小径に植えよう。

初夏の花だんづくり

16：00～18：00
城陽市民体育館競技場

6月18日・7月9日

無料
（公財）城陽市民余暇活動センター
0774－55－6222（池垣）

城陽生まれの「エコロベース」の体
験。体育館シューズが必要です。

小学生こうのすやまエコロベースクラブ

7：30～8：00
城陽市民体育館前広場

6月18日・7月16日・8月20日

無料
（公財）城陽市民余暇活動センター
0774－55－6222（池垣）

誰でもできる体操ですので気軽にご参加
ください。雨天時は体育館で行います。

朝のさわやか体操

9：00～16：00
京都学園大学光風館第1・2会議室

6月19日（日）

500円
かめおか遊友ネットワーク

FAX 0771-29-3655（京都学園大学）

ようこそワークショップへ！「笑顔作りの
お手伝いいろいろ」をテーマに学習・交流
しましょう。

手作りワークショップ

9：30～15：00
JR二条駅東口集合

6月26日（日）

会員200円　一般500
京都サイクリング協会
075-314-1671（井原）

指定された句碑４か所を巡ります。
約50㎞　雨天中止

●まわろうよ！！KINKI2016京都編

10：00～15：00
京都府立木津川運動公園（城陽五里五里の丘）

6月19日（日）

無料（一部有料）
京都府立木津川運動公園
0774-66-6022

みんなで力を合わせて折る巨大紙飛行機、どこまでも
まっすぐ飛ぶヒコーキ、ギネスブックに載った紙飛行機
も折れます。あなたはどれを折る？！自作紙飛行機で模
擬競技会にも参加しよう。当日はマルシェも出店します。

城陽五里五里の丘で
折り紙ヒコーキ名人になろう！！

10：00～12：00
京都府立木津川運動公園（城陽五里五里の丘）

6月29日（水）

2,000円（材料費）
京都府立木津川運動公園
0774-66-6022

ガーベラ・バラ・カーネーションなど生花を使っ
た花かご作り。玄関に飾れば華やかに来訪者
を迎えます。（花種は変わることがあります。）

大人のはらっぱdeアートクラフト

13：00～16：00
京都YMCA国際福祉専門学校

7月2日（土）

500円
福祉レクリエーション・ネットワーク京都
FAX　075-882-5896（清水）
FAX　075-957-4310（高橋）

レク財で遊ぼう！カロリー計算ゲー
ム・文学博士・脳トレ等

●平成28年度
福祉レクリエーション講習会

9：00～12：00
嵐山公園中之島

7月3日（日）

無料
京都府レクリエーション協会

075-634-7584

嵐山を歩きながら自然や歴史を感じ、
学生同士の交流を深めます。

第4回課程認定校交流大会
「ウォークラリー＠嵐山」

13：00～16：00
京都府長岡京記念文化会館

7月3日（日）

無料
公益社団法人日本３B体操協会京都府支部

075-756-2209（円城寺）

時を繋いで45年熱き想いを輝く未来へ！をテ
ーマに日頃の練習成果を舞台で発表し、親子
から高齢者までの多世代交流をはかります。

公益社団法人日本３B体操協会
創立45周年記念全国大会京都府大会

9：00～15：30
宇治市生涯学習センター

7月29日（金）

無料
宇治市レクリエーションサークル
0774-23-6418（中宅）

牛乳パックで工作をします。

●▲夏休み子どもわくわくフェア

9：00～16：00
梅小路公園芝生広場野外ステージ前

9月25日（日）

無料
京都府フライングディスク協会
090-3728-7494（栗山）

芝生広場野外ステージ前をスタート・ゴールと
し、梅小路公園内のポイントを回りクイズやゲ
ームを楽しむウォーキングイベントです。

●▲梅小路チャレンジウォーク2016秋

9：30～14：00
平安神宮前集合

7月10日（日）

会員200円　一般500円
京都サイクリング協会
075-314-1671（井原）

京のミステリースポットを巡ります。
約30㎞　雨天中止

●第113回市民サイクリング

10：00～11：30
城陽市民体育館競技場

8月22日～8月26日　全5日

1,250円
（公財）城陽市民余暇活動センター

0774-55-6222（池垣）

毎日違った種目を実施。遊びからニュー
スポーツまで幅広い種目を行います。

▲小学生夏休み
スポーツレクリエーション教室

19：30～20：30
城陽市民体育館競技場

8月25日～10月20日の毎木曜日
　全8回　※9月22日は休み

3,200円
（公財）城陽市民余暇活動センター

0774-55-6222（池垣）

音楽に合わせて体を動かします。楽しんで
汗をかいてシェイプアップに取り組めます。

エアロビクス教室＜Ⅲ＞夜間の部

URL：http://www.kyoto-rec.net

E-mail：info@kyoto-rec.net

京都府レクリエーション協会　火曜日～金曜日　10:00～17:00（土・日・月・祝日休み）

https://www.facebook.com/kyorecフェイスブックでも、京都府レクリエーション協会をチェック！
たくさんの仲間とつながり、レクリエーションを楽しみましょう 京都府レクリエーション協会 で検索！または、
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本紙は、スポーツ振興くじの
助成金を受けて発行しています。

全国一斉「あそびの日」
キャンペーンを実施しました

表彰式は、6月26日（日）京都テルサにて行います。関係者の皆様は是非ご参加ください。表彰式は、6月26日（日）京都テルサにて行います。関係者の皆様は是非ご参加ください。
おめでとうございます。今後のご活躍を期待しております。

毎年５月を中心とした２ヶ月間、
全国で様々な「あそび」のイベントが開かれています。
京都府では下記の通り実施しました。

井関　　悟 氏
飯田　敏弘 氏
斉藤紀代美 氏
田中千寿子 氏
田村喜代一 氏
辻　　　忠 氏

ふれあいウォークラリー
伏見港公園あそびの日
あやべ丹の国まつり“作ってあそぼう”
こどものひろば
全国一斉あそびの日2016 in 城陽
梅小路グリーンフェア春
レクリエーションフェスタ春

4月17日
4月24日
4月29日
5月3日
5月3日
5月3・4日
5月29日

京都市レクリエーション協会
京都府レクリエーション協会
綾部市レクリエーション協会
舞鶴市レクリエーション協会
公益財団法人城陽市民余暇活動センター
京都府レクリエーション協会
京都府レクリエーション協会

綾部市レクリエーション協会

京都府フライングディスク協会

舞鶴市レクリエーション協会

丹後レクリエーション協会

ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ

城陽市レクリエーション協会

引野　留子 氏
船越　源一 氏
松原　洋子 氏
丸尾とみ子 氏
山本満佐子 氏

丹後レクリエーション協会

京都市レクリエーション協会

公益社団法人日本３Ｂ体操協会京都府支部

京都市レクリエーション協会

京都医健専門学校
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おめでとうございます。今後のご活躍を期待しております。

井関　　悟 氏綾部市レクリエーション協会 引野　留子 氏 丹後レクリエーション協会

第２０回京都府レクリエーション協会表彰の受賞者が決定しました
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平成28年度　京都府レクリエーション協会　事業計画 平成28年度　京都府レクリエーション協会　予算

①第13回レクリエーション大会㏌京都【京都府共催事業】
②レクリエーションフェスタ春【公益財団法人京都府公園公社共催事業】
③レクリエーションフェスタ秋【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【公益財団法人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【公益財団法人京都SKYセンターより受託】
③梅小路グリーンフェア【公益財団法人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【実施団体】
②チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員講習会【公益財団法人日本レクリエーション協会】
③あそびの城【丹後レクリエーション協会】
④平成28年度青少年交流事業【公益財団法人京都府公園公社】
⑤伏見港公園イベント【公益財団法人京都府公園公社共催事業】
⑥ニュースポーツフェスタ【公益財団法人青少年野外活動総合センター】

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
  （http://www.kyoto-rec.net）の運用
③フェイスブック
  （http://www.facebook.com/kyorec）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第20回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

京都府レクリエーション協会には現在、28団体が加盟しています。

平成28年度レクリエーション・インストラクター養成講習会

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
②課題解決に向けた取り組み
　（タスクチームの立ち上げ等）

その他10

京都府レクリエーション協会は昨年度、これまでの事業を充実させ情報発信を強化させていくことでレク
リエーション活動の普及に努めてきました。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こともあり、新規の養成者数や所属会員の更新率を前年度並
みに維持することができました。平成28年度は、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
団体との連携を深めながら様々な事業を展開し、新規のレクリエーション愛好者・有資格者の増加を目指し
ます。また、現在抱える課題については、専門のタスクチームの立ち上げを含め、検討していくこととします。

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
舞鶴市レクリエーション協会
福知山市レクリエーション協会
綾部市レクリエーション協会
南丹船井レクリエーション協会
かめおか遊友ネットワーク
京都市レクリエーション協会
長岡京市レクリエーション協会
宇治市レクリエーションサークル
城陽市レクリエーション協会
IDEゆうゆうスポーツクラブ

第1回　6月12日
第2回　7月10日
第3回　7月24日
第4回　8月28日

実施日

主催・
申込み 京都府レクリエーション協会 （公財）城陽市民余暇活動センター

会　場

参加費

Ⅰ期　  8月6日・7日
Ⅱ期　10月8日・9日
Ⅲ期　12月3日・4日
Ⅳ期　  2月4日・5日

第1・2回　3,500円
第3～5回　3,000円
第6回　　17,500円

各期　5,000円

第1~5回　京都市下京青少年活動センター
第6回　丹波自然運動公園 城陽市民体育館

第5回　10月９日
第6回　11月26日～27日

地域団体
京都サイクリング協会
京都府フライングディスク協会
京都府スポーツチャンバラ協会
NPO日本エコロベース普及協会
京都府ネイチャーゲーム協会
（公社）日本3B体操協会京都府支部
京都スカイクロス協会
京カロム協会

種目団体
（公社）茶道裏千家淡交会総本部
（公財）京都YMCA
（公財）青少年野外活動総合センター
京都市体育振興会連合会
（公財）京都市ユースサービス協会
京都福祉レクリエーション研究会
福祉レクリエーションネットワーク協会
（公財）城陽市民余暇活動センター
サニースポーツクラブ京都

領域団体

560,000
0

200,000
1,368,500
245,000
1,312,580
80,000
482,000
420,000
20,580
30,000
10,000
150,000
60,000
50,000
10,000
23,920
650,000
100,000

収　入　合　計

科　目 予算額
＜収入＞

4,460,000

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
予備費

2,416,000
1,550,000
123,000
743,000
1,944,000
231,000
393,000
391,000
30,000
380,000
50,000
249,000
100,000
100,000
20,000

0
100,000

支　出　合　計

科　目

4,460,000

＜支出＞
予算額

京都府レクリエーション協会には現在、京都府レクリエーション協会には現在、 団体が加盟しています。

今年度、京都府では以下の２会場にてレクリエーション・インストラクターの養成を
行っています。興味のある方に、是非ご案内ください。

京都府レクリエーション協会は、
平成27年度スポーツ振興くじ助成
金を受け「府レクだより」の発行
を行いました。
今後も様々なスポーツレクリエー
ション情報の発信に努めます。

随時、仲間を募集しておりますのでお気軽にご連絡下さい




