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新 会 長 挨 拶 

平素より、山口県レクリエーション協会の活動にご協力を賜り、心より厚

くお礼申し上げます。４月の総会で、２７年間にわたり多大なご貢献をされま

した赤尾嘉文会長の後任として会長に就任させていただきました。皆さまのお

力をお借りして、微力ながら協会発展のために精進して参ります。どうぞ、よ

ろしくお願い申し上げます。 

さて、「縁は人生の宝」という言葉があります。私は２８歳のときに、宇部

レクリエーション講習会を受講しました。２ヶ月に渡る講習会は、私の人生観

を大きく変え、「心豊かな冒険心あふれる子どもたちを育てたい」との願いか

ら体験教育を取り入れた学習塾を開設するなど、青少年教育に携わるきっかけ

となりました。機会あるごとに、多くの先輩諸氏のご指導を頂いたことに心か

ら感謝しています。 

「神様は一番いい時に、一番大切なご縁を下さる」 

レクリエーションを通しての活動が、多くの皆様にとって、そのような場で

あってほしいと願っています。 

皆さまのご活躍とご健勝をご祈念申し上げ、挨拶とさせて頂きます。 
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〒753-0072 

山口市大手町７－４ 

 ＫＲＹ山口放送山口支社ビル２Ｆ   

電話／Ｆａｘ   083-934-5510 

〔平日 9:00～17:00（土日祝休み）〕 

メール  

yamareku@oregano.ocn.ne.jp 

ホームページ  

http://yamaguchikenrec.web.fc2.com/ 
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 アンケートのお願い  「えがお」へのご意見、ご感想、どの記事が良かったか、他にどんな内容を期待しているかなどをメール 

・ファックス・郵便でお寄せください。今後の編集の参考とさせていただきます。 

新会長 

岡 村 精 二 
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ホームページは 
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詳しくは当協会ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

 

 

 

 

誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加・体験

できる、県民総参加型のフェスティバルです。今年度は山口ゆ

め花博応援イベントとして、柳井市、宇部市、山口市の３会場

にてスポレク広場を開催します。 

また、種目別交流大会は、２１種目２８会場、県内各地で実

施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇種目別交流大会◇ 

 

月 日 曜

9 8 土 山口県キャンプ協会 十種ヶ峰オートキャンプ場

9 9 日 山口県ターゲット・バードゴルフ協会 やまぐちリフレッシュパーク

9 11 火 山口県グラウンド・ゴルフ協会 萩ウェルネスパーク

9 22 土 山口県レクリエーション卓球連盟 光市総合体育館

9 30 日 山口県コミュニケーション・ダンス協会 サンライフ防府

10 8 月祝 山口県サイクリング協会 柳井ウェルネスパーク

10 14 日 下関市レクリエーション協会 下関陸上競技場

10 14 日 山口県インディアカ協会 山口南総合センター

山口県シェアリングネイチャー協会
宇部市、萩市、防府市、下関市、岩国市、
周南市、山口市、田布施町（計8ヶ所）

10 14 日 山口県ペタンク連盟 山口南総合センター

10 21 日 山口県アーチェリー協会 岩国運動公園アーチェリー場

10 21 日 山口県ソフトバレーボール連盟 バタフライアリーナ

10 21 日 山口県民踊連盟 阿知須地域交流センター

11 3 土祝 山口県歩こう運動推進連絡協議会 ほしらんど　くだまつ

11 3 土祝 山口県オリエンテーリング協会 二鹿野外活動センター

11 11 日 山口県スクエアダンス連盟 宇部市総合福祉会館

11 11 日 山口県ドッジボール協会 美祢市立淳美小学校

11 17 土 山口県エスキーテニス連盟 岩国市総合体育館　武道場

11 18 日 山口県フライングディスク協会 山口きらら博記念公園

11 24 土 山口県綱引連盟 やまぐちリフレッシュパーク

11 30 金 山口県ゲートボール協会 山口きらら博記念公園

日程
種目団体 会場

10／14(日)
基準日

◇総合開会式・ 

  レセプション◇ 
期日 １０月 ７日（日） 

会場 柳井クルーズホテル 

   （柳井市南町） 

日程 16：30 受付 

   17：00 総合開会式 

   17：30 表彰式 

   18：00 レセプション 

◇スポレク広場◇ 

柳井市会場 

日時 １０月 ８日（月祝） 

１０：００～１５：３０ 
会場 柳井ウェルネスパーク 

バタフライアリーナ 

柳井市立柳井西中学校 

宇部市会場 

日時 １０月２１日（日） 

１０：００～１５：３０ 
会場 ときわ公園 

山口市会場 

日時 １１月 ４日（日） 

９：００～１６：００ 
会場 山口きらら博記念公園 

 

 

 

 

◆主催 一般社団法人山口県レクリエーション協会 
◆共催 柳井レクリエーション協会 

宇部市レクリエーション協会 
山口市レクリエーション協会 

◆後援 山口県 柳井市 宇部市 山口市  
柳井市教育委員会 

     山口県スポーツ推進委員協議会 
     公益社団法人山口県障害者スポーツ協会 

  一般財団法人山口県老人クラブ連合会 
  一般社団法人山口県子ども会連合会 
  ＫＲＹ山口放送株式会社 他 

この事業は、スポーツ振興くじの助成金を

受けて開催します 

◇あそび広場◇ 
昔あそび・仲間づくりなど、レクリエ

ーション活動を通して楽しいあそびが体

験できます。 

◇自然体験広場◇ 
 ネイチャーゲームやキャンプ、オリエ

ンテーリング等を通じて自然とふれあう

ことができます。 

◇ニュースポーツ体験広場◇ 
ラダーゲッターやバッゴー等、子ども

も高齢者も、障がいを持った方も、気軽

にニュースポーツが体験できます。 

◇スポーツテンカ体験会◇ 
基本のキャッチの練習や対戦などをし

ながら、スポーツテンカを楽しむ体験会

です。 

 

 

◆スポレク広場 

スポーツテンカ 

体験会  

３会場、ワッキーが

やってくるよ！ 

宇部市会場は、 

ガリットチュウも 

やってくるよ！ 



 

■スポーツテンカ！とは 
スポーツテンカ（天下）は、昔あそび（テンカボ

ール）をヒントに日本レクリエーション協会とパパ

パーク（吉本興業株式会社）が共同で開発したニュ

ースポーツです。ルールはとても簡単ですが、全身

運動ができ、子どもから大人まで楽しめるスポーツ

です。 

■ルール 
試合前に握手をして 「よろしくおねがいします」 

と元気よくあいさつをする。 

ジャンケンで攻守をきめる。 

位置について自分の立ち位置をきめる。 

※ここからは基本的に足をうごかしてはなりませ

ん！ 

両手を広げてキャッチできる範囲を示す。 

審判の「テンカ開始！」のコールで試合開始。 

１：両手で下からなげる 

２：相手がボールをとれなかったら１ポイント 

３：とれるかとれないか微妙な投球は 

 「ビミョー」と審判が申告し、もう１度なげる 

４：ポイントをとった方がなげる 

５：先に５ポイントとった方が勝ち 

■事業のご案内■ 詳しくは当協会ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

◆平成３０年度第２回レク有資格者フォローアップ研修会  

「子どもの力を引き出すスポーツテンカ！体験フォーラム」 
スポーツテンカは、「友達との交流・応援・競い合い」、「創造力・技術力向上」、

「手軽さ・ワクワク感」などの要素をもつスポーツです。今回のフォーラムでは、その

魅力をお伝えするとともに、体験を通してその楽しさを実感していただきます。皆さん、

お誘いあわせの上ご参加ください。 

お待ちしています。 

 日 時  平成３０年１０月７日（日） 

１２：３０～１４：３０（受付１２：１５～） 

 場 所  柳井市立柳井小学校体育館 

 対 象  レクリエーション公認指導者 

スポーツテンカに興味・関心のある方 など 

 定 員  ５０名（先着順） 

 参加費  一般参加者    3,000円 

会員割引 レク指導者会員または賛助会員 2,500円 

レク指導者会員で賛助会員の方 2,000円 

 持参物  体育館シューズ、飲み物、活動実績カード   

または学習履修カード（お持ちの方のみ） 

※動きやすい服装でお越しください。 

 

 

 

 

この事業は、公益財団法人河村芳邦記念青少年育成財団

の助成を受けて開催します。 


