
 

 

 

「参加者の笑顔と元気をひきだす 

レクリエーション・プログラムの紹介と支援のコツを学ぼう」 
 

講 師：ヒューマンコミュニケーション研究所 

 所長 添田 譲二先生 

日 時：平成２８年６月１２日（日）10:00～12:30 

会 場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：35名  

 

今年度初めての講習会、しかも会場はこの４月に開設されたばかりの中央児童会館。初め

て尽くしで、はじめは参加された皆さんの間にも緊張が見られましたが、添田先生の穏やか

でユーモアあふれるお話で和やかにスタートしました。 

３.３．７拍子から始まるリズム遊びを基調にしながら、できてもできなくても楽しむこ

とが目的という先生の声掛けに、笑顔と笑い声が起こり自然に交流をひろげ、「折り紙」「ビ

ー玉」「洗濯ばさみ」など身近なものを使ったチーム対抗戦へ進み大いに盛り上がりました。 

実技をふまえてのまとめでは、対象者ができることだけにとどまらず、やってみようかと

チャレンジすること、刺激を提供することの大切さ、そして支援する側の心のゆとりの大切

さを教えていただきました。 

「シンプルなルールや道具でいつの間にか全員参加して達成感、チームワーク、満足感を

味わえるレクリエーションがとても参考になりました」「プラスの言葉を子どもたちにもた

くさんかけられるようにがんばって、たくさん吸収していきたい」「初めて顔を合わせて自

然に話しかけたり笑いあえたりと、人間関係を作るうえで参考になりました」など受講生の

声がきかれ充実した講習会の初日となりました。 
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転倒予防・認知症予防に効果的なイスに座ってできる楽しい運動 

「健康レクササイズの体験と指導法」 

 

講 師：健康レクササイズ 会長 黒田 幸子先生 

日 時：平成２８年６月１２日（日）13:30～16:00 

会 場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：35名 

 

 

健康レクササイズは高齢者の元気づくりを中心に展開しているイスに座ってできる有酸

素運動で、エクササイズ（運動）の中にレクリエーションの楽しさ、参加者と支援者が一体

になるコミュニケーションが盛り込まれています。 

約５０分のプログラムは、無理なく体を動かせるように準備体操（ストレッチ）、有酸素運

動、筋力トレーニング、歌レクサ、クールダウン（ストレッチ）までが組まれています。 

今回はプログラムを全般的に体験しながら、歌レクサとして「365歩のマーチ」「月がとっ

ても青いから」「365日の紙飛行機」を受講しました。 

「お一人お一人名前を呼んであいさつすることで 1対 1の時間を作ることができる」「健康

レクササイズはいつ受けても楽しく先生の笑顔がすてき」「楽しく動いているうちに準備運

動からのプログラムすべてがいつのまにか終わっていることが、とても驚き」「参加者の皆

さんが笑顔で、楽しく受講されていて、自分のその中にいることを幸せに感じました」 

「心が動かないと体も動かない。レクリエーションは健康長寿に必要な要素です。私のこ

ころが動いた講座です。」という声も寄せていただきました。 

健康レクササイズを体験することで、健康づくりは心と体に良い作用を及与えることを実

体験した講習会となりました。 
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レクリエーションのプロが教える 

子どもたちの「おもいやりを育てる遊び」の進め方 

 

講 師：九州あそびの研究所 所長 中島 宏先生 

日 時：平成２８年７月１０日（日）10:00～12:30 

会 場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：40名 

 

 

遊びの天才 中島先生の講習とあって、参加者が早くから受付に並びました。１０時の開

始まで、受付で毛糸をもらってひと遊び。講師の手元を見ながら、同じようにしているつも

りの参加者からは「あれ？」と声が出る。すぐさま講師や隣の人と見比べながらもう一度、

もう一度とやりながら、参加者の心はしっかりと捉えられてしまいました。手の動きだけで

なく、言葉のかけ方についても種明かしがあり、ちょっとした言葉の違いで参加者の思いや

動きが変わることをわが身で体験する時間となりました。 

１人から２人へ、４人へ、６人へと発展して賑やかに進むなか、同じレク財であっても、

対象が子ども・大人・高齢者・ｅｔｃ．と変われば言葉の使い方・目標設定等も変わること

も具体的に教えていただきました。 

テーマの「思いやりを育てる遊び」については『思いやりをたくさんかけてもらった子は、

思いやりのある人になる』という視点を示され、子どもたちの心を育てていく遊びの大切さ、

そこに関わる私たちの支援の在り方が問われていると感じました。 
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障がいのある人もともに楽しめる 

「音楽を活用したレクリエーションプログラムの実際」 
 

講 師：日本音楽療法学会 正会員 緒方 恵美先生  

日 時：７月１０日（日）13:30～16:00 

会場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：21名 

 

 

「こんにちは～♪いまからは・じ・ま・る・よ～♪」 

緒方先生の温かい優しい笑顔と声に包まれて思わず「こんにちは～♪」と歌で返事をする

受講生の皆さん。これがこの講座のスタートでした。色々な楽器を体験したり、声を出した

り、身体を使って表現したり、そして先生のユーモアたっぷりのトークに感動したり、驚い

たり、お腹を抱えて笑ったりのあっという間の 2時間半でした。 

実際に障がいを持つ方々とセッションをされる時は、「参加している方が違う音を出して

も、リズムが合わなくても本人がやりたいと思う気持ちを大切にしながら、止めるのではな

く付き添いながらカバーすることを心がけている。このことが、まわりと音やリズムが合う

事が気持ちいいと感じてもらえること、その繰り返しによって少しづつできるようになって

いくことに繋がっていく」という事を経験を交えてお話ししていただきました。 

受講生の、どんな小さな声や表情にも必ず、言葉を返してくださる指導法は、先生のお人

柄そのものだと感じました。 

「音の力ってすごい」、「音楽とは老若男女共通で楽しめるコミュニケーションツールだと

思った」等、受講生からも声があがっていました。 
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高齢者の生きる力になる 

介護福祉施設の現場からうまれた「うたっち体操」の体験 
 

講 師：福祉レクリエーションワーカー 山嵜 朋枝先生  

日 時：平成２８年８月７日（日）10:00～12:30 

会 場：福岡市健康づくりサポートセンター 講堂 

受講者数：37名 

 

 

「おはようございます！」と艶やかな第一声で始まり、「運動するのは、死ぬまで自分で

歩けて、トイレにも一人で行ける、そんな自分の身体を作るため」と説明がありました。 

楽しみを見つけて、運動は、楽しみをやり続け楽しむことができるような身体を維持するた

めに行うものである、と。 

絵本を読みながらみんなで声を出すことから始まり、歌ったり身体の歪みを調整する運動

をしたりしながら、講習はうたっち体操へ。激しい動きではなく、穏やかな動きで構成され

ていながら、一つ一つの動きに運動効果がある。身体を動かすことと歌うことを同時進行す

ることは脳トレにもつながっていく。講師は心の中で「愛してる、幸せで、元気になってね。」

と言いながら接し、運動効果を意識してプログラムを作っていく。 

奈多創生園で長年にわたってたくさんの方々と関わっていくなかで、変わることなく貫か

れた「人生を最後まで楽しく豊かにすごしてほしい」という支援者の願いや対象者の寄り添

う姿勢を、支援の現場ですぐに役立つたくさんの財とともに体験を通して学ぶことのできた

充実した講習会となりました。 
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高齢者の生き生き元気づくり講座  「言葉と健康」 

講 師：福岡市レクリエーション協会 

    福祉レクリエーション部会   林 欣子先生 

日 時：平成２８年８月７日（日）13:30～14:30 

会 場：福岡市健康づくりサポートセンター 講堂 

受講者数：37名   

 

言葉とは何かを伝えること。その相手に伝える言葉は、「声の大小のみでなく明瞭な言葉

なるよう気を付けることが必要である」と言われる林先生。相手にきちんと伝える言葉にす

るために「滑舌」と「呼吸」を大切にすることを発声や呼吸法など実践をとおして具体的に

学びました。受講生が話す時間では林先生から具体的に改善点や良かった点など講評をもら

い、相互に気づきを共有し伝わる言葉の大切さを学ぶ時間となりました 

 

高齢者の生き生き元気づくり講座 

「楽しくて手軽な認知症予防のあそびの紹介」 
講 師：福岡市レクリエーション協会 

 福祉レクリエーション部会 淵上幸子先生 

日 時：平成２８年８月７日（日）14:30～16:00 

会 場：福岡市健康づくりサポートセンター 講堂 

受講者数：37名 

 

講座のスタートは輪ゴム・洗濯バサミなど身近なものが手先のトレーニングに使えること、

また季節感や時事ネタを取り入れることで楽しみの視点もふえ楽しく認知症予防につなが

る遊びを展開できることを教えていただきました。また、後半のラダートレーニングでは、

簡単なもの→少し難しいもの→難しいものと段階を追って進めていくことで楽しみながら

何回もチャレンジしようという意欲をわかせ、気づけばかなりの運動をしていることに気が

付きました。お互いに支えあい認め合いながら笑顔で取り組めることの大切さを教えていた

だいた講習会となりました 
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セルフケアのすすめ  

～毎日がより快適で日常生活が楽しくなる快適なからだ使いのコツ～ 

 

講 師：スタジオ パラディソ代表 森山 暎子先生 

日 時：平成２８年９月１１日（日）10:00～12:30 

会 場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：20名 

 

 

「身体を動かす、運動する強度は人それぞれ」といわれる森山先生。運動を始める前に体

調を確認する事や、手本となる動きと的確な指示で対象者にあった支援を目指すことがとて

も大切なことに気づかせていただきました。自分のペースで無理なく継続していくことが快

適な身体使いのコツとなることを改めて感じる時間となりました。 

また、骨盤を意識した体の使い方は日常の所作に気を付けることで心地よい毎日を送るこ

とができ、日常の自分をふりかえる機会となりました。 

参加された皆さんも、「明日からすぐ実践します」と満足した表情でした。 

楽しく身体を動かし体も気持もすっきり、高齢者でもできるランチフィットネスを伝えなが

ら実践していきたい・もっと勉強したいと言う声をたくさん頂きました。 
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レクリエーションで楽しく機能訓練！ 

「高齢者の笑顔あふれるサロン活動の実践紹介」 

 

講 師：熊本県レクリエーション協会 副会長  

上野 祥子先生 

日 時：平成２８年９月１１日（日）13:30～16:00 

会 場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：24名  

 

午後の講習は、熊本県植木町でＵＥＫＩサロンを運営する上野祥子先生が登場され、ご一緒頂いた

新見さんとともに介護予防を中心にサロン活動の実践を紹介していただきました。日頃から教室で強

調される「太ももに力を入れるスクワットの威力、背もたれに頼らない腰かけ方」で、事故の後の痛み

を克服されたそうで、講習会では元気あふれるレクリエーションを展開されました。まさにレクリエーショ

ンの実践です。 

講習では次から次に繰り出される介護予防の運動、でもどれ一つとっても「運動させられている感」

はありません。「さあ、体操しましょう、では皆さん続きません。楽しくなくては!レクリエーションの楽しさで、

皆さんに笑顔を送る。そうすると笑顔が返ってくる。笑顔の先に笑顔があるのですよ！」と、先生はレク

の世界から、健康づくり、介護予防を実践されているのです。 

４月の熊本地震以来、被災された方々への支援も大きな仕事になりました。地震のあと多くの方が

声を出せなくなったそうです。避難先の施設でも仮設住宅でも大きな音や声が出せない。そこでレク

の力で大きな声を出すことの大切さを伝える…いざというとき「助けて！」の声が出せるように、と。 

そんな風にして見つけた小さな気づき、例えば声・ことば・忘れていた感動・体の動きの変化、それ

をレクの力で生きる力に変えていく。先生がかかわるレク支援の現場にはレクリエーションが本来目指

すものがあることを教えていただきました。 
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ゲームの達人に学ぶ 遊びの極意！ 
 

講 師：（財）日本レクリエーション協会 

 理事 宇田川 光雄先生 

日 時：平成２８年１０月９日（日）10:00～16:00 

会 場：福岡市中央児童会館 集会室 

受講者数：46名 

 

参加者には学生さんもいて、４７名。期待が会場を静かな緊張感で満たしていました。 

そこに講師は「『光雄』というから三男です。」と自己紹介しながら登場。参加者の表情が一瞬で柔ら

かくなりました。 

そして♪らんらんらららら～♪と歌いだし、パネルが始まります。「こぶたぬきつねこ」だ！と思ってい

たら、パネルピース（カード）を裏返すゲームに変身。歌に合わせて裏返しの８枚のピースをめくってい

ます。歌詞の順番に動物が出てこなかったら次の人にバトンタッチで、自分から離れた所にいる人へ、

異性へと受け継がれていきます。初対面の参加者同士がバトンタッチを繰り返し、いつの間にか、参

加者全員が一つになっていました。 

続いては「Ｂ」「Ｉ」「Ｎ」「Ｇ」「Ｏ」のパネルピースを使った遊びです。歌いながら身体も動き出し、２人、

３人、４人と動きが大きくなっていきます。動きが大きくなるにつれ、参加者の声も大きくなっていきまし

た。遊びは、「前に出ている一人」から「パネルを見ている私たち」へと比重を移しながら、少しずつ変

化していきます。そして少しずつの変化は参加者の心の壁を取り払い、遊びの中にコミュニケーション

が存在しているのか、新しい役割を見つけて演じる姿が多く見られました。 

様々なプログラムが展開される中に、私たちが「ゲームの達人」になるためにおさえておくべき裏付

け、「個」から「集団」へと変化していく時の参加者の心の化学変化についても解説が挟み込まれた講

習が行われ、終了時の参加者は明るく生き生きとした表情でした。 
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子どもたちの笑顔が広がる 明日から活用できる 

集団のまとまりをつくる遊びのアラカルトと支援法 

講師 ハート・エデュケーション代表 龍 孝志先生 

日 時：平成 28年 11月 13日（日）10:00～12:30  

会 場：福岡市中央児童会館 

受講者数：24名 

 

 6月から始まった講習会も後期に入り、折り返しのスタートは青少年を中心に体験を重視した活動

を展開されているハート・エデュケーション代表の龍孝志先生の講座です。 

 笛の回数に合わせてジャンプする「ホイッスルジャンプ」、笛に変わってじゃんけんでくるくると動くうち

に、いつの間にかリーダーの掛け声に集中していきます。さらに「足し算ジャンケン」「ビート」「さいころで

50」とプログラムが進行します。「さいころで 50」は、出た目を足し算していきながら 50を目指すゲー

ム。少しでも超えたら 10のけたがなくなるという過酷なルールに、終わりがないような気分を味わいな

がら、でも不思議とどのグループも 50になり達成感を満喫していました。「やった」という声や「あー」と

いう悲鳴のような声で、みんなの気持ちが一つになっていくのがわかります。 

 「猫とネズミ」「風船列車」「巨人、魔法使い、妖精」ではそれぞれのメンバーが自分の役割を見つけ

声を掛け合うチームワークを体験し、最後は「インパルス」。刺激を伝えあう単純なゲームですが、「5

秒台を！」という目標を設定し達成感を一体感を味わうことができました。 

ふりかえりでは「インパルス」で一体感・達成感を体験できるようにそれまでのアクティビティを組み

立てる、ねらいを持ったプログラムの大切さが強調されました。参加者の皆さんからは「心地よい」「子

供に戻ったような楽しさを感じた」「はじめは年の差を感じ自分にできるかと思ったが、できた」という感

想が寄せられていました。  
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レクリエーションで楽しく機能訓練！ 

高齢者の笑顔あふれるサロン活動の実践紹介 

講師 北九州市レクリエーション協会 尾中 美穂先生 

日 時：平成 28年 11月 13日（日）10:00～12:30  

会 場：福岡市中央児童会館 

受講者数：25名 

 

 

「知識と笑顔を持ち帰り（インプット）、明日から早速やってみてください（アウトプット）。」と先生の明

るい声かけでスタートしました。 

看護師でありシナプスソロジーアドバンスでもある尾中先生の講座は、鞍手郡小竹町のサロン活動

の実践をまじえながら又、そのプログラムの注意点を紹介しながらのわかりやすい講座でした。  

・単純な動作をしている内に対象者の身体の状態などを確認する 

・終わりよければ全てよし。最後に笑顔で決めポーズ 

・グー、チョキ、パーを活用し声も出す 

・参加者にも前に出てやってもらう  

・お手玉を使うゲームの時には出すタイミングを知らせるために音楽を用いることも（お手玉ゲーム

は色を使うと内容が広がる）    

・その現場によってそれぞれに合うようにする    

レクリエーションの種と笑顔を手にした参加者からは「明日から取り入れます」「自分でルールを工夫し

てやってみます」「シナプスソロジーをもっと知りたくなりました」  「深くインストラクターの勉強をしたくな

りました」等多くの感想が寄せられました。        

人が好き、笑顔が好き、小竹町が好き、北九州が好きな尾中先生からレク財だけでなく元気パワ

ーもいただきました。 
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子どもが運動・スポーツを好きになる 

 「身体を動かす楽しい遊びのいろいろを学ぼう」 

 

講師 福岡こども短期大学  矢野 咲子先生 

日 時：平成 28年 12月 11日（日）10:00～12:30  

会 場：福岡市中央児童会館 

受講者数：17名 

 

 今回の講師は、遊びを通して子どもが運動が好きになることをテーマに研究、実践されている矢野

先生です。講習では、まず新聞紙を使ったアイスブレーキング。ジャンケンに負けた方が足元の新聞

紙を折る「陣取り」、新聞紙の動きに合わせて体を動かす「操られ人間」、新聞紙を使った「かくれん

ぼ」、チームで新聞紙を長い紐のように切っていくゲーム、と次々に出てくる遊びに受講生の皆さんは

歓声を上げ夢中になっていました。続いては自分で作った新聞紙のフリスビーを投げキャッチする練

習、そしていろいろな投げ方でフリスビーに親しんだ後、チーム対抗で 2色のシートめがけて投げるゲ

ームを楽しみました。 

先生はアクティビティが一つ終わるたびに丁寧に子ども向け、親子向け、高齢者向けと、対象を考

えながらアレンジする視点やアイデアを提供され、一層遊びの世界を豊かに広げていただきました。  

後半は各自がつくったリボンを使うリボン体操です。簡単なリボンの操作を覚えたあと、「ジングルベ

ル」の曲に合わせたリボン体操を体験しました。そしてゴールは創作リボン体操です。「フェアリージャ

パン」と「ボーイズ安堵ガールズ」の 2チームは、どちらも初めてのリボン体操、初めての創作とは思え

ないような出来ばえで盛り上げていただきました。それぞれのチームの輪に入りアドバイスしていただい

た先生に、受講生の皆さんも見事なアレンジで応えられたようです。 
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「絵本やお話の中に隠れている遊びの種をヒントに 

遊びを作り出す想像力を育てる活動の体験」 
 

講師 おはなし ëあいうえおん   代表 鑪 しず子先生 

日 時：平成 28年 12月 11日（日）10:00～12:30  

会 場：福岡市中央児童会館 

受講者数：21名 

 

 講師がレクリエーション・インストラクターの講習を受けて、子どもの遊びに絵本を取り入れてみよう

と思いついたことから始まったあいうえおんのプログラム。言葉の文字数で集まる数遊びや、CDを聴い

て何の鳴き声かを考えたりしながら参加者が「言葉」に敏感になっていく様子が感じられます。 

  「おはなし迷子」のプログラムでは、テーブルの上に置かれたいろんな昔話の主人公や物などが描か

れたカードをひき、無作為に集まったカードで新しい「めでたしめでたし」の話を創作していく遊びで創

造力が掻き立てられます。グループの仲間が顔をぐっと近づけてアイデアを出し合い、発表の時には

ユーモアたっぷりに語り、他のグループの話にも笑顔と拍手を送る姿が見られました。 

  本といえば書かれた文章を読み、そしてそのまま受け取って終わるものと思い込んでいたが、実はい

ろんな遊びへと発展していく可能性が潜んでいることに気付かされた講習でした。 

 

  

平成 28 年度レクリエーション指導者養成講習会 報告 



 

 

 

座ったまま手軽に楽しめる 

「高齢者にも子どもにも人気のゲームを紹介」 

講師 人材開発委員会 レクリエーション・コーディネーター 

原田 弘美先生 

日 時：平成 29年 1月 22日（日）10:00～12:30  

会 場：あいれふ 10階講堂 

受講者数：36名 

 

 挨拶のあと「今回の研修の目的は①レクリエーションを通してリフレッシュ ②レクリエーションの提供

の仕方を確認 ③多彩なレク財を体験を通して学ぶ、の三つです。」と講師の原田先生が明るく親し

みやすい口調で、呼びかけることから今回の講習は始まりました。そのメッセージは、楽しく綿密に構

成されたレクリエーションへの期待を掻き立ててくれました。 

 アイスブレーキングにぴったりの「後出しジャンケン」で打ち解けた雰囲気が広がると、続いて参加し

た皆さん同士の交流が促進されるプログラム（「むすんでひらいて」「バンダナ回し自己紹介」）に入っ

ていきます。悲鳴と笑いが交錯した「バンダナ回し」では、「□△が好きな○○さん」とみんなで声を合

わせ、ゲーム感覚のうちに交流が深まっていきました。 

 さらに笑顔が広がるグループゲーム（「さいころ遊び」「さいころトランプ」「10枚先取権」）にプログラム

は進みました。参加した皆さんは得点を競いながらのグループ活動を通して、「遊びの主役」として遊

びに熱中されていました。 

「ちょっと考える遊び」や「歌で楽しむハーモニー」を味わったあとに、まとめとして活動を振り返りました。

会場のレイアウトと立ち位置、アレンジや工夫の方法を踏まえたレクリエーションを体験された参加者

の皆さんは、大満足の様子でした。 
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クラフトバイキング 

「ご自宅や施設で楽しく簡単に楽しめるクラフト」 

 

講師 人材開発委員会 山本 弘美先生 

日 時：平成 29年 1月 22日（日）1３:３0～1６:００  

会 場：あいれふ 10階講堂 

受講者数 ：30名 

 

今回の工作は「絵本のバック」「プラバンキーホルダー」「コラージュマグネット」「小枝の鉛筆キーホ

ルダー」「色合わせのカード」「祝い鶴」の６つで、老若男女問わず楽しむことのできるコーナーが準備

されました。参加者は自分の興味・関心のあるものから制作をはじめ、絵をかいたり、プラバンを楽し

んだりしながら、幼かった日のことを懐かしく話す様子もみられ、作る過程も存分に楽しみながら和や

かな雰囲気で進められました。 

また、色合わせのカードでは、作った作品で平面ルービックキューブのように色を合わせることがな

かなかできなくて、お互いに教えあったり、講師に答えを教えてもらいながら謎ときにチャレンジする様

子も見られました。 

作ることに没頭した、あっという間の時間で、６つのコーナーの全てはまわることはできなかった参加

者もいましたが、みな完成した作品を手に満足げな笑顔が印象的でした。 
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「高齢者のための生きる歓びづくりのレクリエーション」 

 

 

講師 福祉レクリエーションワーカー 角田 良子先生 

日 時：平成 29年 2月 19日（日）10:00～16:00  

会 場：福岡市中央児童会館 

受講者数：38名 

 

 

 「高齢者の生活に笑顔を増やすことを目標に、手先を動かす、頭を使うなど様々なアプローチで高

齢者の健康づくり、介護予防につながるレクリエーション の実践を体験を通して学ぼう」…これが今回

の講座の目的でした。 

角田先生のレクリエーションは、文字通りの「福祉レクの玉手箱」で、歌体操も脳トレも、グループワ

ークも、と次から次へと玉手箱から繰り出されるレク財に、参加された皆さんは満腹の笑顔でした。 

その一方では、地域で頑張ろうとする受講生へのアドバイスもしっかり伝えておられました。「できな

い」のはなぜ？と考え「できない人」へのフォローや配慮が大切。さらにまた歌から思い出や回想が広

がる素晴らしさ、プログラムが主役なのではなく参加している人が主役、など長くレクリエーションの支

援に携わってこられた先生ならではの思いを伝える珠玉の言葉が次々に出てきました。 

午後の講習はみんなで一重円になり、リズム膝たたきから始まる歌体操から始まり、グループワー

クでは「うれしいひなまつり」の替え歌づくり。グループごとに個性あふれる替え歌が披露され、その歌

を全員で歌うことで喜びや楽しさを分け合うことができました。 

 お身体の調子が心配された先生でしたが、先生の大変元気な張りのあるお声やメリハリのあるお身

体の動きに、受講された皆さんも乗せられ、いつしか一緒に幸せ探しのお手伝いをしている気持ちに

なっていたようです。気が付くとあっという間の午前午後 5時間の講座でした。 
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レクリエーションの価値と活用法を学ぼう 

「障害のある人もない人もともに楽しめるスポーツ・レクリエーションの実際」 

「セラピューテッィク・レクリエーション入門」 
 

講師 日本体育大学 教授 野村 一路先生 

日 時：平成 29年３月１９日（日）10:00～16:00  

会 場：福岡市中央児童会館 

受講者数：41名 

 

 欧米では、レクリエーションがそれぞれの人の生活・健康において重要視されており、「公認セラピュ

ーティックレクリエーションスペシャリスト」という有資格者が活躍しているという話しから講義が始

まりました。自分の人生を楽しむことがあたりまえの欧米社会では、作業療養や機能訓練同じように、

レクリエーションプログラムも病院などで援助される考え方は文化の違いがあるとはいえ衝撃でした。

アメリカに留学しないと所得できない上記の資格、セラピューティック・レクリエーション（以下 TRと

略）の観点から、講習を行っていただきました。TR とは、レクリエーションプログラムを介して、対象

者が自分なりに「楽しい」という主観的な体験が継続的にできるようなることを支援することで、午前

中は、TRでのレクリエーションの意義と定義、APIEプロセス（査定、計画、実施、評価という４つの段

階）の手順を踏まえたプログラム提供の仕方などについての講義となりました。レクリエーションの奥

深さをあらためて認識する講座となりました 

午後からは、講義を踏まえた演習でした。参加者が４グループに分かれ、ニュースポーツに取り組み

ます。その際、それぞれのグループには、車椅子を利用している人、視機能が弱い人を想定した青マス

クを着用する役割のメンバーを含めて、どのようすれば、レクリエーション活動をそれぞれの人（障が

いのある人もない人も）が楽しめるようにできるかを考えました。さまざまなアイディアに対して講師

は細やかにアドバイス・フィードバックをなされ実践をとおして本当の支援とはなにかをあらためて気

づかされる機会となりました。 

 現在、障害のある人のレクリエーション参加の重要性と期待が高まりつつあります。今回、この講習

を通じて、「障がいがあるのでレクリエーション活動ができないと、支援する側があきらめないこと」「皆

が楽しくできるように工夫すること」を身をもって学習することができました。 
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「レク deボランティア講座」 

講 師：福祉レクリエーション・ワーカー 大久保 優美子先生 

 

第１回目：台風のため中止 

日 時：平成２８年１０月５日（水）14:00～16:00 

会 場：福岡市立城南保健所 会議室 

受講者数：0名 

共 催：福岡市城南区社会福祉協議会 

 

 

第２回目： 

日 時：平成２８年１０月１２日（水）14:00～16:00 

会 場：福岡市城南保健所 会議室 

受講者数：8名 

共 催：福岡市城南区社会福祉協議会 

 

 

第３回目： 

日 時：平成２８年１０月１９日（水）14:00～16:00 

会 場：福岡市立城南保健所 会議室 

受講者数：8名 

共 催：福岡市城南区社会福祉協議会 

 

 

 

 

城南区のサロンをレクリエーションで活性化させようと「レク deボランティア講座」を

おこないました。サロンに参加される皆さんが元気で笑顔になって頂くよう、レクリエーシ

ョンを楽しく提供できる人材の養成を目的に開催したものです。 

すでに現場の経験もある参加者もいて、講座が始まると講師の話に熱心に耳を傾け、現場

を想定した実習プログラムでは様々な工夫も見られ充実した講習会となりました。 

参加者からは「今回であった皆さんと一緒に、自分のできることを楽しみながらやってい

きたい」と前向きな感想もありました。対象者によりそい、励まし、一緒に楽しみながら支

援していくことの気づきをえた充実した講座となりました。 
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