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1)会員さまとの⾧期的な関係性を築く
2)タイムリーな情報共有
3)会員さまの場の提供として活用

皆さまの拠点へ

指導者会員

個人正会員

加盟団体

事務局

令和4年 新たな体制でスタートしました!

会員の皆さまに伝わる会報誌を目指します!
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P-1  近況報告

市レクの今をお届けします!会員の皆さまへ

秋の風を感じる季節になりましたが、依然コロナの感染者も減らず事務局では感染
対策を図りながら運営しておりますが皆さまお変わりございませんか?

4月度より事務局は2名体制で運用しています。皆さまにご迷惑をお掛けしないよう
に業務効率改善にむけて努めて行きますので、今後共ご協力宜しくお願いします。

福岡市レクリエーション協会 会報

NEWS  LETTER

会報誌の方向性について

NEWS  LETTERの目的

携帯でホームページが見れるように
します

徐々にホームページに移行し、内外からアクセス
しやすい環境に整えていきます。

◯すでに多くの協会がホームページ
で共有しています。下記参考まで。

「年に1回」の郵送は継続します。
総会終了後送付予定。

タイトルを「ニュース レター」に変更し四半期
毎にホームページで発信したいと考えています。

ニュース レター



これからの２年間が勝負の年!

福岡市レクリエーション協会
会長

瓦林 達比古

今年は、空梅雨に始まって酷暑の日々が続いていましたが、すっかり秋めいて
まいりました。皆様におかれましては、ますますお元気にご活躍の事と拝察いた
します。

さて、本協会は、昨年度から今年度にかけて、組織の将来を決める大きな岐路
に差し掛かりました。福岡市の次期指定管理の選定が昨年実施されることは予定
に入っていましたが、今宿野外活動センターの指定期間が従来の5年間から2年間
に短縮されていたのです。福岡スポレク マネジメントグループ管理の東・西体
育館は5年間でしたので、準備していた申請書で無事指定継続が出来ました。

しかし今宿は、短縮された意図が何であれ、協会の単独申請では受託出来ない
と考えざるを得ず、現在の木下緑化建設（株）・（株）アウトドアプロジェクト

・市レクの3社共同事業体「IMAJUKUコネクト」で臨みました。協会としては、これらの要として事
務局を強化し、それぞれの団体の強みを集約して全体を活性化する方針で計画を進め、その結果、今
年度からの2年間の指定管理者に選ばれ、所期の目的は達成できました。しかし、これからの２年間が
勝負です。その後の事業獲得を見据えて、新規事業を提案・実行し、成果を上げなければなりませ
ん。職員、会員の皆様の奮起に期待する所です。

心
よ
り
お
祝
い

◯場所:福岡市立中央市民センタ― ◯日時:6/14(火）18:30より
◯参加:会員36名（出席17名・委任状6名）

第1号議案から第4号議案の審議が行なわれ全て賛成多数で承認されました。

福岡市レクリエーション協会
常務理事 原田 弘美さん

令和４年度 通常総会報告

福岡市市民スポーツ功労賞表彰

会⾧ ごあいさつ

２
年
振
り
に
リ
ア
ル
で
の
開
催
が

出
来
ま
し
た
。

久
し
ぶ
り
の
再
会
で
話
が
弾
ん
で
い
ま
し
た
。
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総会の様子・築山理事の司会で実施



＊抜粋して記載しています。ご尽力ありがとうございました。
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単位：千円

令和４年度 これからの計画

● 福岡市オリエンテーリング協会
代表者
久坂 勘二

本年は11月神奈川県ねんりんピッ
ク出場。年内福岡県大会2月予定油
山市民の森、海の中道で会場設定
予定していますので是非一緒に
やりましょう!

● モルック はかた

代表者
衣川 佳吾

木の棒で木の棒を倒すスポーツ。
それがモルック。
世代間問わずできるスポーツで
ありながら戦略性もあり。
ぜひ体験してみませんか!

〔遊び〕を軸に子どもを見守っ
ていくことを主旨とし、親子遊
び及び放課後のじゆうな時間に
フォーカスして活動していま
す。

新加盟団体様紹介
● HUG組Lab

代表者
松田 浩子

HUG組Lab

令和3年度 事業報告

令和3年度 活動計算書

 収入合計(全体）

 支出合計(全体）

 当期経常増減額 ▲1,372
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57,457

58,829

はぐくみラボ

〇厳しい実績でしたが皆さま前向きにがんばりましょう!

〇ボランティアスタッフ募集は別途依頼させて頂きます。

11/26 ウォークラリー

1/14 あそびフェスタ

※コロナ禍で本来の手法を活用できませんでしたが
オンラインと併用して実施しました

★新規事業
事業内容 実施日 実施場所

「みんなであそぼう！遊びの広場2022」 11月23日 福岡市立中央児童会館　あいくる
「今宿で星をみる会」 未定 福岡市今宿野外活動センター
「あそばんね！」 年間 福岡市内
★〔主催事業〕「Canレク」 3月12日 福岡市今宿野外活動センター
「スポーツ体験ランド」今津運動公園 11月26日 今津運動公園

福岡スポレクマネジメントグループ主催「あそびフェスタ」 1月14日
福岡市市立東体育館
福岡市市立西体育館

早良区「サザエさん通りウォークラリー」 11月26日 早良区

オンライン運動教室「スポレクdo it !」企画運営 年間12回 福岡市内

「レクリエーションの魅力再発見講座」 10/5,19,11/1,15 福岡市中央児童会館あいくる
「レクリエーション実技講習会」 12月11日、1月15日 福岡市立城南体育館
「いきいき福祉レクセミナー」 12月3日、3月4日 障がい者スポーツセンター
「おうちで養生～やさしい運動とツボでケア～」 9月10日 障がい者スポーツセンター
「福岡市障がい者スポーツ大会」レクリエーション部門 11月23日 福岡市総合体育館

指導者

広報 ★〔主催事業〕「市レクを知ってもらおうプロジェクト」 年間 福岡市内

福祉

大
会
・
講
座
・
教
室

事業内容 実施日 実施場所

大 「保育士研修会及び園児向けレクリエーション活動」 7月28日 福岡市今宿野外活動センター

会 「今宿で星をみる会」 10/9,16 2/11,3/23 福岡市今宿野外活動センター

・ 「あそばんね！」　　会員発案事業 3月27日 福岡市今宿野外活動センター

講
〔福岡スポレク　マネジメントグループ主催〕
「あそび忍ジャーになろう！」

7月24日
福岡市市立東体育館
福岡市市立西体育館（オンライン）

座
福岡スポレクマネジメントグループ主催・福岡市レクリエーション
協会主管事業「～あそびのアスリートTV～」

2022年
1月9日

福岡市市立東体育館
福岡市市立西体育館（オンライン）

・ 福岡スポレクマネジメントグループ主催事業「スポレクdoit!」 年間
福岡市市立東体育館
福岡市市立西体育館

教 福岡スポレクマネジメントグループ主催「あそびフェスタ」 1月14日
福岡市市立東体育館
福岡市市立西体育館

室 早良区「サザエさん通りウォークラリー」 11月20日 福岡市早良区

「第16回東区高齢者健康スポーツ大会」 11月25日 福岡市市立東体育館

指導者 「レクリエーション・インストラクター養成講習会」
12月19日、1月16

日、2月13日
オンライン

「いきいき福祉セミナー」 7月3日、12月4日 障がい者スポーツセンター

「プレイル予防で健康長寿」 11月7日 障がい者スポーツセンター
福祉



◯4/1(金）
IMAJUKUコネクト出発式

2年間の指定管理となっています。

IMAJUKUコネクトとは!

コネクトとは▶「連結する・繋げる」といった意味です。

IMAJUKU CAMP BASEとは!
(株）アウトドアプロジェクト社の「キャンプ事業」の名称です。

キャンプ事業とは▶ 自前のテント及びギヤ（道具）でキャンプの提案

◯7/2(土) モニター実施

◯8/6(土）グランドオープン
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芝生サイト

オートサイト A

オートサイト B

指定管理者情報

新たな「CAMP事業スタート」IMAJUKUコネクト始動 

「福岡市立今宿野外活動センター」 「福岡市立東体育館・西体育館」

福岡スポレク マネジメントグループ 株式会社ミカサ/NPO法人福岡市レクリエーション
協会の２団体で構成（代表は:株式会社ミカサ）

指定管理期間は、 2022年度から2期目に突入し５年間です。

木下緑化建設（株）・NPO法人福岡市レクリエーション協会・
（株）アウトドアプロジェクトの3団体で構成する共同事業体のことです。

スタッフの皆様紹介 ※一部の方々です。

〇8/10(土）東体育館 たの★スポ チャレンジ Day  開催（写真）

伊崎所⾧ 大河副所⾧ 王副所⾧

◯8/10(水）今宿より生放送

代表は:木下緑化建設（株）

志免木さん 川端さん 安元さん 蓮山さん山口さん 冨永さん

野坂さん柴田さん

村本さん

イマジュク

イマジュク キャンプ ベース

福岡市立東・西体育館指定管理者

福岡市立今宿野外活動センター指定管理者



会 員 の 皆 様 へ

チャンネル登録は、
画面右側にチャンネル
登録ボタンがあるので
クリックしてください

いいねは、手のマーク
をクリックしてください

インスタグラムの「いいね」は、ハートマー
クをクリックしてください。「赤」ハートに変
わります！

チャンネル登録は、ホー
ム画面のフォローするを
クリックするだけです

① SNS 「QRコード」の読み取り方手順」
News Letter

特集

市レクを知ってもらおうプロジェクト
第1回 特別企画「SNS勉強会」

③QRコードに
カメラを近づける

●Instagramと表示された
所を押してください

（タップ）
●InstagramのQRコードに
カメラを近づけてください

＊

場
所

持

携
帯

異

す

④黄色の枠が
出てきます

⑤市レクのInstagram
が表示されます

読み取り方については、色々なやり方がありますが
一番簡単な方法を、今回報告させて頂きます。

② SNS 「チャンネル登録・いいね」のやり方について
News Letter

特集

早 速 や っ て 見 て く だ さ い 〜 ！ チ ャ ネ ル 登 録 お 願 い し ま す 。

◯ YouTubeも同様です。 ◯ LINEも同様です。

１） LINEは、下のバーからもYouTube、ホームページ、インスタグ
ラムが見れます

2)

①パンフレットをご
用意（裏面）

QRコード
とはこれ

読み取れば簡単にデー
ターを取得できるコード

②カメラを起動
してください

iPhone,Androidの携帯もカメラで

読み取りが簡単
ですが左のQR
コードリーダーも
同じやり方です●QRコードリーダー
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8 月 末 現 在 「 チ ャ ン ネ ル 登 録 者 数 」

133人

127人

505人

70.4％

76.0％

88.1％

106人 72.1％

3月〜8月累計実績です

結果SNS計達成率
皆様の協力お願いします!

80.9％

人数 目標達成率

ホームページ

インスタ
グラム

フェイス
ブック



①のぼり ②横断幕

④忍者君パネル

長い間、大変お世話になりました。
ありがとうございました。

4月より、こころ新たに事務局長
となりました。
みなさんおひとりお一人が
活躍できる協会を目指し頑張ります。

③パンフレット

当会は、会員の皆様の多大なるご支援によって運営がなされています。趣旨ご理解の上、ぜひ会費
納入いただきますように、お願いします。
なお、納入にあたっては、同封の振込用紙をご利用ください。振込手数料はご負担お願いします。

正会員 10,000円 指導者会員 3,000円

銀行名▶福岡銀行 福岡市庁内支店 ▶ 口座番号 969576

名義

特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会
会⾧ 瓦林達比古

銀行振込の場合

口座番号▶ 01710-9-56495

名義
福岡市レクリエーション協会

新事務局⾧及び職員紹介

事務局員

山下 信子さん

事務局長

草場 徹さん

こんな時こそ、明るく前向きに
色んな事にチャレンジしたいと
思っています。
会員の皆様よろしくお願い致します。

事務局長：吉峯 紘子

事務局員：鬼丸 慎史

令和4年度 会費納入のお願い

〇事務局よりお知らせ 〇市レク５点セットの紹介

皆様の活動を応援する「SNS企画」を7月より始めていますので是非活用して下さい!加盟団体様
News

1.活用SNS ▶ InstagramとFacebookにアップします。
2.詳細 ▶総枚数３枚～４枚（３枚を基本）表紙:加盟団体名の紹介（写真２枚）

3.情報 ▶（セミナー・大会・イベント・活動報告・会員募集他）

◯参考：7/11(月) モルックはかた ◯参考：7/27(水) 福祉レクリエーション

広報担当：市レクの鬼丸までご連絡ください

会員様情報 会員・加盟団体さま全ての方々の情報ツールです!ご活用ください!

【会員の皆様へ】

会費額

郵便局振込の場合

Facebook名：福丸 福男

〇草場事務局⾧、山下さんが退職
協会の為にご尽力感謝いたします。

会員皆さまの新たな特典の提案です
詳しくはチラシを確認ください。

今後も皆さまの声を聞
きながら実施します。

加盟団体様の活動を
発信します。

会員様個人の活動を
Instagramで発信します。

編集・発行・特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会 〒819-005 福岡市西区内浜１ -5-1 
TEL:092-707-6617 / FAX:092-707-6600 / メール : info@rec-fukuokacity.jp /ホームページ：www.rec-fukuokacity .jp/

⑤忍者君スタンプ

8/20(土）たの★スポで活用（事業時に使用）



自分もまわりも HAPPYに！ 福岡市レク会員のための

レクリエーションの魅力 再発見講座 
新型コロナウイルス感染症が蔓延して3年目、人々の交流が制限され、窮屈な思いやさみしさを感じ
ている人も少なくないのでは・・・。今回、いつも協会を支えていただいている会員の皆さまを対象
に対面でのレクリエーション実技講習会を開催します。会員相互の交流を深めつつ、「楽しく温かい
時間を生み出す力」や「緩やかな交流から集団の一体感をうみだす力」など人と人をつなぐレクリ
エーションの魅力や手法を改めて学び、今後の活動に活かしてみませんか？

自分も、自分のまわりの人もハッピーな毎日が過ごせるレクリエーションの魅力を再発見することま
ちがいなし！みなさんの参加をお待ちしています

こちらからもお申込できます

福岡市中央児童会館「あいくる」７階集会室 （中央区今泉１丁目19-22天神CLASS）

お申込み・お問い合わせは NPO法人福岡市レクリエーション協会 ℡ ０９２－７０７－６６１７

FAXでお申込みの場合はこちらの用紙でどうぞ FAX番号０９２－７０７－６６００

お名前

住 所 〒

連絡先

連絡のつく電話番号 所属に〇をつけてください

正会員 ・ 指導者会員
種目団体もしくは領域団体所属
（団体名 ） その他

第1回 １０月５日（水）
午後７時～８時３０分まで

レクリエーションの魅力 再発見!

自分もまわりも HAPPYに！ 福岡市レク会員のための

いつも協会を支えていただきありがとうございま
す！協会の仲間たちと対面で楽しく学べる「レクリ
エーションの魅力再発見講座 第２弾！」
のご案内です。

今回は、会員相互の交流を深めつつ、講座で学んだ
レクリエーション活動を楽しく・わかりやすく伝え
る手法を活用し、子どもたちを対象とした催しにつ
なげて活かしていこうと考えています。

とにかく楽しい時間になること間違いなし！子ども

たちとHAPPY♥HAPPYな時間をつくりません
か？ みなさんの参加をお待ちしています。

第２回 １０月１９日（水）
午後７時～８時３０分まで

アイスブレーキングの極意を学ぶ!

第２弾！
第1回 １１月 １日（火）
第2回 １１月15日（火）

午後７時～８時３０分まで
テーマ 「楽しく学ぼう! 学びを遊ぼう!

あそびのマーケット! 」

講師 中島 宏 先生

講師 原田弘美 先生講師 久保誠治 先生



お名前

住 所
〒

連絡先

連絡のつく電話番号 所属に〇をつけてください

正会員 ・ 指導者会員
種目団体もしくは領域団体所属
（団体名 ） その他

子どもの笑顔と元気を引き出す！

子どもたちにかかわる人のための レクリエーション実技講習会

レクリエーションは、子どもたちの笑顔や元気を引き出し集団のコミュニケーションを深める手法として注目され
ています。
子どもたちのかかえる課題に効率的にアプローチできる多彩な活動を学び、日々の活動に活かしてみませんか？

「楽しく温かい空間を生み出す力」や「緩やかな交流から集団の一体感をうみだす力」など人と人をつなぐ技術が
学べるのもこの講習会の魅力です。明日からすぐ実践できる活動ばかりで、子ども達とのハッピーな時間が過ごせ
るレクリエーションの魅力を発見することまちがいなし！

みなさんの参加をお待ちしています。

令和4年12月11日（日）10時～15時30分
会場 福岡市立城南体育館 受講料3,000円
（午前のみ・午後のみの参加は 受講料2,000円）
レクリエーションに興味のある方でしたらどなたでも参加できます。
お気軽にお問い合わせください。

午前の部
講座１ 10時～11時 楽しく体力向上！
子どもたちの「やってみたい」を引き出す身体ほぐしのレクリエーション
講座２ 11時10分～12時10分 簡単！楽しい！ 子どもたちが喜ぶクラフト
午後の部
講座３ 13時～14時 運動が嫌いな子どもも楽しめる！ ゆるっとスポーツの体験
講座４ 14時10分～15時10分 集団の一体感を生み出す！ 仲間づくりのレクリエーション

FAXでお申込みの場合はこちらの用紙でどうぞ FAX番号０９２－７０７－６６００

お申込み・お問い合わせは 特定非営利法人福岡市レクリエーション協会

1 TEL
info@rec-fukuokacity.jp

高齢者にかかわる人のためのレクリエーション実技講習会
高齢者の毎日をHAPPYに！

レクリエーションは高齢者の生活に潤いをもたらし、笑顔や元気を引き出すことで毎日の生活を活性化
させることのできる手法として注目されています。認知症や介護予防など高齢者のかかえる課題に効率的
にアプローチできる多彩な活動を学び、日々の活動に活かしてみませんか？

「楽しく温かい時間を生み出す力」や「緩やかな交流から集団の一体感をうみだす力」など人と人をつ
なぐ技術が学べるのもこの講習会の魅力です。自分も、自分のまわりの高齢者もハッピーな毎日が過ご
せるレクリエーションの魅力を発見することまちがいなし！
みなさんの参加をお待ちしています。

講座１ 10時～11時 介護予防や身体ほぐしに 無理をしない楽しい体操！
講座２ 11時10分～12時10分 簡単！楽しい！脳トレも！ 生活を彩るクラフト
午後の部
講座３ 13時～14時 仲間と盛りあがる！ ゆるっとスポーツの体験
講座４ 14時10分～15時10分 集団の一体感を生み出す！ 仲間づくりのレクリエーション

午前の部

令和5年1月15日（日）10時～15時30分
会場 福岡市立城南体育館 受講料3,000円
（午前のみ・午後のみの参加は 受講料2,000円）
レクリエーションに興味のある方でしたらどなたでも参加できます。
お気軽にお問い合わせください。


