
平成 3０年度事業報告 

 

Ⅰ．レクリエーション活動の普及奨励 

［１］顕彰 

（１）各種表彰への推薦 

・（公財）日本レクリエーション協会レクリエーション運動普及振興功労者表彰 

 辻田 紗季子 氏、安井 誠 氏、益田市レクリエーション協会 

・島根県教育委員会スポーツ功労者表彰 

 服部 裕子 氏 

（２）県レク表彰の実施 

    功労者表彰 岩本 冷子 氏（浜田レクリエーション協会） 

盆子原勝代 氏（浜田レクリエーション協会） 

山縣みはる 氏（日本３Ｂ体操協会島根県支部） 

    表彰式  平成３１年２月２３日（土）会場：ホテル白鳥（松江市） 

［２］講師派遣事業 

［３］地域への普及事業 

・イオン松江ショッピングモールファミリースポーツ企画 

平成３０年５月４日（金） 会場：イオン松江（松江市） 

・ヘルス＆ビューティフェスタ 

平成３０年５月１２日（土）、１３（日） 会場：くにびきメッセ（松江市） 

・あすてらすフェスティバル 

平成３０年６月１６日（土） 会場：あすてらす（大田市） 

・ひかわ Runningフェスティバル 

平成３０年９月２４日（月） 会場：いりすの丘（出雲市） 

・サン・レイクフェスティバル 

平成３０年１０月２１日（日） 会場：サン・レイク（出雲市） 

・浜山公園祭 

平成３０年１１月２３日（金） 会場：カミアリーナ（出雲市） 

・子育てフェス in出雲 

平成３０年１２月１日（土） 会場：出雲ドーム（出雲市） 

［４］需品斡旋・用具貸出事業 

［５］各種レクリエーション関連事業への後援協力 

 

Ⅱ．会員及びレクリエーション活動を行う団体の育成支援と相互の連絡調整 

［１］有資格者（日本レクリエーション協会公認指導者）支援事業 



（１）有資格者研修会の開催と活動支援の充実 

・レクリエーション有資格者交流研修会 

平成３１年１月２６日（土）、２７（日） 会場：島根県民会館（松江市） 

 ［２］地域レクリエーション協会の設立育成支援 

 ［３］レクリエーション関係団体の入会促進 

 

Ⅲ．関係機関・団体との連携 

［１］しまね広域スポーツセンターと連携したスポーツ・レクリエーションの推進 

［２］スポーツ、教育（学校教育・社会教育）、社会福祉等各関係機関・団体との連携・強化へ

の取り組み 

    ・スポーツ・レクリエーション関係団体連携・協働推進研修会 

平成３１年３月２日（土） 会場：ホテル白鳥（松江市） 

［３］関係機関・団体からの受託事業の開発 

・健康スポレクひろば（日本レクリエーション協会委託事業） 

於：出雲市立東コミュニティセンター 全 12回 

（9/5、9/14、9/19、9/28、10/3、10/19、10/31、11/8、11/29、12/5、12/14、12/19） 

 

Ⅳ．県民参加型事業の開催 

［１］全国一斉「あそびの日」キャンペーン２０１８ 

  団体名 事業名 実施年月日 実施場所 参加人数 

1 浜田レク協会 第３１回浜田市ウォークラリー大会 H30.5.19 西川病院周辺 69 

2 益田市レク協会 さあ、みんなで遊ぼう!!親子で遊ぼう H30.5.13 益田市運動公園 36 

3 大田市レク協会 世界遺産を歩いてみよう（１１） H30.6.10 大田市大森町 16 

4 安来レク協会 第１２回凧あげ＆ニュースポーツの集い H30.4.29 中海ふれあい公園 250 

5 津和野町レク協会 津和野町あそびフェスタ 2018 H30.5.27 小川体育館 24 

6 まつえレク協会 あそびのコンビニ開店ｉｎサン・レイク H30.5.13 サン・レイク 120 

7 島根県キャンプ協会 キッズ山のあそび「かたくり登山ｉｎ船通山」 H30.5.6 奥出雲町船通山 34 

8 島根県キャンプ協会 キッズ海のあそび「磯に遊び 18ｉｎ古浦海岸」 H30.5.20 松江市古浦海岸 45 

  合計    594 

［２］第３０回島根県スポーツ・レクリエーション祭 

［３］しまねレクリエーションフェスティバル２０１８（兼県スポレク祭） 

    平成３０年７月１４日（土） 会場：県立体育館（浜田市）     

    平成３０年９月１５日（土） 会場：松江市総合体育館（松江市）  

 

 



Ⅴ．レクリエーション活動の指導者の養成 

［１］日本レクリエーション協会公認指導者養成事業 

（１）レクリエーション・インストラクター養成事業 

１）レクリエーション・インストラクター養成講習会の開催 

会場：大田市仁摩町 仁万まちづくりセンター（6/30のみ「いわみーる（浜田市）」 

6月 16日 楽しいを創るレクリエーション講座  6名 (内有資格者 2名) 

6月 30日 福祉レクリエーション基礎講座 19名 ( 5名) 

7月 28日 子どもを育てる遊びの講座  11名 ( 4名) 

8月 25日 人間関係をみがく講座  9名 ( 4名) 

10月 13日 楽しさと心の元気づくり講座  5名 ( 3名) 

11月 17日 レクリエーション支援の理論講座  8名 ( 2名) 

12月 15日 プログラム作りを学ぶ講座  3名 ( 2名) 

２）レクリエーション・インストラクター資格取得の対象となる講習会の認定 

３）レクリエーション・インストラクター資格認定審査会の開催 

平成３１年３月３日（日） 会場：県立男女共同参画センター（大田市） 

［２］スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 

１）各種ニュースポーツ等の指導者養成講習会 

・レク式体力チェック講習会 12名参加 

平成３０年９月２４日（月）会場：出雲いりすの丘イベントハウス 

・チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員講習会 

＜東部会場＞平成３０年１１月３日（土）会場：アクティひかわ体育館  中止 

＜西部会場＞平成３０年１２月８日（土）会場：益田運動公園市民体育館 20名 

［３］課程認定校及び市町村、教育機関（学校、公民館）等におけるレクリエーションに関す

る指導者養成事業の支援 

 

Ⅵ．情報収集と調査、研究 

［１］レクリエーションに関する情報の収集・整理 

 

Ⅶ．広報及び啓発 

 ［１］広報誌「じょいなす」の発行（年３回発行予定） 【スポーツ振興くじ助成】 

じょいなす４４号 7月 1日発行 （２，０００部） 

じょいなす４５号 10月 15日発行（２，５００部） 

じょいなす４６号 2月 18日発行 （２，５００部） 

 

 ［２］情報ネットワークを活用したレクリエーション事業の発信・強化 



 

Ⅷ．組織の充実と強化 

 ［１］運営連絡会議の開催 平成３１年２月２３日（土） 会場：ホテル白鳥（松江市） 

［２］賛助会員の拡充 

［３］諸会議及び研修会等 

（１）理事総会  平成３０年５月２６日（土） 会場：島根県民会館（松江市） 

（２）常任理事会 

第１回 平成３０年 ５月２６日（土） 会場：島根県民会館（松江市） 

第２回 平成３０年 ７月 １日（日） 会場：サンラポーむらくも（松江市 

第３回 平成３０年 ８月１８日（土） 会場：いきいきプラザ島根（松江市） 

第４回 平成３０年１２月１６日（日）会場：県レク事務局（松江市） 

第５回 平成３１年 １月２６日（土）会場：県レク事務局（松江市） 

第６回 平成３１年 ３月１６日（土）会場：島根県民会館（松江市） 

（３）専門委員会 

１）総務委員会 

２）広報委員会 

第１回  平成３０年 ７月 １日（日）会場：県レク事務局 

第２回  平成３０年 ８月１８日（土）会場：いきいきプラザ 

第３回  平成３０年１０月１４日（日）会場：いきいきプラザ 

第４回  平成３１年 ２月１６日（土）いきいきプラザ 

３）事業委員会 

４）人材育成委員会 

５）スポレク推進委員会 

第１回  平成３０年 ８月 ３日（金） 会場：県レク事務局 

（４）県外会議及び研修会等 

会議・研修会名 期 日 開催地 

中国・四国ブロック会議 平成 30年 6 月 22日（金）・23日（土） 徳島県 

第 72回全国ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会 in高知 平成 30年 9 月 21日（金）～21日（日） 高知県 

日本レク協会加盟団体運営代表者会議 平成 30年 12 月 5日（水）・6日（木） 東京都 

 


