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3/27(日)
ウォークラリー大会実施

市民総合

5/1(日)
スポーツ体験ランド
福岡市スポーツ協会主催レク協力事業

3月

March
５月
May

５月
May

５/15(日)
今宿「茶つみのつどい」

8/20(土)
たの★スポ チャレンジday

8月

August
9月

September
9/10(土)
たの★スポ チャレンジday
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2022年 少しずつ「リアル（対面）」事業を再開しました！

福岡スポレク マネジメントグループ主催事業 福岡スポレク マネジメントグループ主催事業

スポレク do it !
本年度もオンラインで開催していますので

参加宜しくお願い致します。



11/23（水）
第27回福岡市
障がい者
スポーツ大会

11月
November

December | 12/29/2022

9月

September

市レク

9/10(土）
おうちで
養生セミナー

8月

August

10月
11月

第1・2回 10/5・19 場所：中央児童会館あいくる
第3・4回 11/1・15 時間：19:00〜20:30
レクリエーションの魅力再発見 人材委員会

9月
September

9/25(土) 場所:福岡市立今宿野外活動センター
LET’Sキャンプめし！ 事業委員会

主催事業 大好評企画！

10月
October

第1弾 10/29(土） 場所：福岡市立今宿野外活動センター
第2弾 11/5 (土） 時間：18:30〜20:00

大会・講座・教室等の主催事業 ※第１弾今宿の自主事業

11/23(水）場所：児童会館あいくる
※二部制で実施 人材委員会

11/25(金）
第17回東区高齢者スポーツ大会
場所：福岡市立東体育館
委託事業

11/26(土)
ウォークラリー大会実施

早良区委託事業

11/26(土)
スポーツ体験ランド2022in西区
福岡市スポーツ協会主催レク協協力事業

11月
November

11月
November

11月
November

11月
November

12月
December

12/9(金)参加：200名
麻生公務員専門学校

野外活動体験受託事業

12月
December

12/11(日)
場所：城南体育館（レクリエーション実技講習会）
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New企画；市レク会員様
のための企画

New

New

New

New

New

各委員会及びご協力頂いた皆さま ありがとうございました！

New企画にも積極的に取り組みました！

福祉に関する主催事業 指導者の育成に関する主催事業

久保 誠治先生

指導者の育成に関する主催事業

指導者の育成に関する主催事業

8/20(土)
スポーツ体験ランド2022in城南区
福岡市スポーツ協会主催レク協協力事業

１月も開催しますので
多くのご参加

お待ちしております

3月も開催しますので
多くのご参加

お待ちしております

講師：瀧先生

12月
December

12/3(土)第１回
いきいき福祉レクセミナー

福祉に関する主催事業
講師： 原田先生・江副先生

レクリエーション部門協力

大
好
評

ラ
ー
メ
ン
体
操

山
嵜
委
員
長



2022年 「市レク」のトピックス ！

TOPIC 1
主催：簀子プロジェクト
近くの保育園の児童を招待して
子ども達に工事現場の見学会を実施しました。

日時：5/13(金）
場所：簀子小学校跡地 TOPIC 2

日時：8/6(金）
場所：福岡市立今宿野外活動センター

TOPIC 3

2022年 「新規加盟団体」の皆さまも意欲的に活動中です

IMAJUKU CAMP BASE
グランドオープンしました。

Activity   inform
ation

● モルック はかた 代表者：衣川 佳吾

モルックはかた 代表：衣川 佳吾

◯ 冷泉公園で定期的に練習会を実施しています。

◯ モルックの大会も今年2回実施しました。

◯ 2023年も4月に個人戦を計画しています。

福岡市オリエンテーリング協会 代表：久坂 勘二
◯ 11月神奈川県ねんりんピック出場。

◯ 2023年 2月福岡県大会出場予定。

◯ 2023年 真あそび忍ジャーの導入を担当します。

HUG組Lab  代表：松田 浩子

◯ 放課後児童支援員学習会の実施（月１回）

◯ 2023年 1月〜2月に3回コースの講習会実施。

加盟団体の情報 ウォークラリー部会 「サザエさん通りウォークラリー大会」

◯ あそびの実践活動及び市レクの講習会にも参加。

ピーク時は予約が取れにくいキャンプ場
と言われ10月には500人のキャンセル待ちが
ある人気のキャンプ場として認知されています

一番人気のオートサイト待望の芝生サイト

お二人共にわかりやすい説明でとても好評でした。

スポレクdo it 特別講師として
やって頂きました。

スタディオ・パラディソ 小金丸さん
。

原田常務理事
。

W
alk Rally
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●パブリックアート
を巡る新コース！

● 参加者全員にガチャポン抽選会の実施！●楽しいオリジナルゲー
ムでおもてなし！ サザエさんグッズも多数あり喜ばれました

●Instagram記念撮影
ボードの設置

今年のウォークラリーは、下記の項目に拘ってこれまでと違った企画内容で参加者の皆さまに楽しんで頂きました。



令和4年度 最終の事業

・Nature game(ネイチャーゲーム）

1月14日（土）

年 新年の事業計画も見逃せません！ご期待下さい！

福岡スポレク マネジメントグループ事業真・あそび忍ジャーになろう！

■ 抽選発表について
12/26(月）実施
申込された全員に
合否をメールにて実施

■当選された皆さまへ

当日は14時まで入退場自
由で開催しますので

例：福岡市立東体育館のマップ

手作り忍ジャー
コスチューム希望者配布 入口の装飾 ガチャポン

1月
January

1月
January

日時：1月1５日（日）

会場：福岡市立東・西体育館

10:00〜15:30
会場：城南体育館
主催事業 人材育成委員会

３月
March

1月〜
3月

BIG Project 

Canレク

日時：3月12日（SUN) 10:00〜16:00

会場：福岡市立今宿野外活動センター

ワクワク★ぼうけんランド・Sports鬼ごっこ(新企画）

・火起こし体験＆土鍋でご飯

・モルック体験

・SDGs ワークSHOP

※あくまでも計画（案）の内容です。

募集人員：35名（子ども）

内容が固まり

次第改めて報告

致します。お楽しみに！

レクリエーション実技講習会

日時：第１回 1/18(水）第2回 2/14(火）
第3回 3/11(土） ※詳しくは下記チラシ参照

参加者
募集中

午後からが

おすすめで

ござる！

参加者募集中

お問い合わせ先

NPO法人福岡市

レクリエーション協会

092-707-6617

092-707-6600

TEL

FAX
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当日は
刀バルーン
をプレゼント

写真は
異なります

こどもと遊べる大人になろう！
子育ち発見講座 ３回シリーズ



On the other hand, we 
denounce with 
righteous indignation 
and dislike men who
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令和４年度福岡県スポーツ功労賞に
当協会 加盟団体 フォークダンス部会
山田奈加子代表が表彰されました

令和４年度：レクリエーションの広報啓発、情報提供に関する事業 「市レクを知ってもらおうプロジェクト」 進捗報告

リーチ数2127人リーチ数1845人 リーチ数1518人

実績報告

いつも lnstagram/Facebookをご覧頂き有難うございます。

【報告】 加盟団体 フォークダンス部会

受賞者紹介 山田 奈加子氏

山田氏は、昭和62年福岡市レクリエーション協会
フォークダンス部会設立発起人の一人として
フォークダンスの愛好者拡大に精力的に務め
サークルを次々と設立。平成4年8月ユニバーシアー
ド福岡大会3年前イベント・カバブーダンス大会で特
別賞を受賞。
平成8年には公益社団法人日本フォークダンス連盟

40周年記念大会で功労者賞を受賞されました。
平成23年5月福岡市で開催された、第15回全日本

フォークダンス大会（参加者約６千人）の運営に組織
を挙げて協力し成功に導かれた功績等により、平成
30年10月、代表を務めるフォークダンス部会が文部
科学大臣より生涯スポーツ優良団体表彰受賞されまし
た。本市スポーツ・レクリエーションの普及・振興に
貢献された功績は多大なものがあるということで表彰
されました。現在も代表として活躍中でいらっしゃい
ます。

福岡市レクリエーション協会のホームページを引用

inform
ation

誠におめでとうございます

Instagramの牽引要因は
「リール動画」＝「ショート動画」

の投稿効果だと思います。

来年も引き続き「市レクを知ってもらおうプロジェクト」を継続して
多くの皆さまに協会の活動を知って頂き認知度を引き上げたいと思っていますので

2023年も「NPO法人福岡市レクリエーション協会」を宜しくお願い致します

NPO法人福岡市レクリエーション協会 事務局


