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祝賀会＆忘年会ご報告
去る１２月３日(火)西鉄イン福岡１Ｆ「ウォーターサイト

オットー」に

おいて、当協会の『受賞祝賀会兼忘年会』を開催致しました。
福岡市市民スポーツ功労賞を受賞されました、真美健康体操
協会の森邦子さんのお祝いをしました。
また、みなさんの本年の労をねぎらい、ビンゴゲームで盛り
上り、楽しく親睦を深めることができました。

笑顔がたくさん
あふれますように

受付・司会 担当

新しい年を迎え、今年一年が皆さまにとって、
健やかで笑顔あふれる年でありますように。

「高福レク委
員会 」の みな
さん、ありが
とうございま
した！

またおひとりおひとりの笑顔で、
日本中に笑顔があふれますようにお祈りいたします。
上田会長・森さん・山崎会長

皆様には、日頃より福岡市のレクリエーショ
ン普及、振興にご尽力を賜り、市民の健康で
豊かな生活、生きがいづくりのために貢献いた
だき、心より感謝いたします。
今年は午年。

皆さまにとって、たくさんの福がおとずれ
ますように祈念いたします。
本年も福岡市レクリエーション協会へのご理
解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

「馬」は古代より縁起の良い動物だと言われて
いますが、中でも“馬”の字を左右反転させた
「左馬(ひだりうま)」は招福、千客万来、商売
繁盛、『よろずの福を引き連れてやってくる百
福万来の神馬』と福を招く縁起の良い文字とさ
れています。
馬には必ず左側から乗ることから「左馬は倒れ
ない」として人生を大過なく過ごせるという意
味、また「うま」の逆は「まう(舞う)」で、舞
が祝賀で踊られることからなどが招福の由来と

平成 2６年 1 月吉日

言われています。

お元気な祝い唄やメッセージ♪

活動報告♪トピックス
１１月１７日(日)
９:００～

三校区交流バスハイク・グラウンドゴルフ 会 場＊わかみやグラウンドゴルフ場
（平成２５年度中央区３校合同交流事業） 参加者＊135 名

１１月２６日(火) 第 8 回東区高齢者健康スポーツ大会
10:00～15:30 （チャレンジ！地域の元気づくり事業）

会 場＊東体育館
参加者＊130 名

これからの予定
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〇平成 26 年新年のご挨拶
〇祝賀会＆忘年会のご報告
〇新年のメッセージ
（加盟団体より）
〇活動報告♪トピックス
〇これからの予定
〇ひとこと記

福岡市レクリエーション・インストラクター養成講習会
一般公開講座 ｢福祉レクリエーション講座｣
<人材開発委員会>
市民総合スポーツ大会｢ウォークラリー大会｣
〈ウォークラリー部会〉
手作り教室

第６回 <ユニーク・レク・ハウス>
第７回 <２１レク>
第 8 回 <18 レク>

日時＊１月２２日(水).１月２９日(水).２月１２日(水)
18:30～20:30
会場＊福岡市中央体育館※詳細はチラシをご覧ください
日時＊2 月 1５日(土) 10:00～13:00
会場＊福岡市立中央体育館前 広場
※詳細はチラシをご覧ください
日時＊１月 25 日(土).２月 22 日(土).3 月 29 日(土)
13:00～15:30
会場：少年科学文化会館

第 27 回市民総合スポーツ大会フォークダンス大会
日時＊３月 2 日(日) 10:00～15:30
「みんなで踊ろうフォークダンス」 〈フォークダンス部会〉 会場＊福岡市立城南体育館※詳細はチラシをご覧ください
第27 回市民総合スポーツ大会 レクリエーション・ダンス大会
「萌

えて春」

<福岡市レクリエーション･ダンス部会〉

日時＊３月 2 日(日) 10:00～15:00
会場：福岡市立中央体育館※詳細はチラシをご覧ください

日時＊２月１５日(土) 10:00～1６:00
福祉の原点･3 世代の心をつかむ･福祉レクリエーション
“ 角 田 良 子 先 生 最 終 公 開 講 座 ” 〈福祉レク・サロン〉 会場：早良区市民センター※詳細はチラシをご覧ください

ひとこと記（編集後記）
人と人との間で生かされ夢と希望を抱けた 2013 年。たくさん結ばれたご縁を大事に新しい年も
大きな一歩を踏み出したいと思っております。新年「十日恵比寿詣り」の初日に「大入」の飾りが
大当たり! 皆さんの心にたくさんの福が大入を願ってのスタートになりました（＾ｖ＾）
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
担当♪たがわ

福岡市レクリエーション・ダンス部会
覚えていますか?あの時この歌。
「北の宿」から
「ＴＳＵＮＡＭＩ」「さくら」などあなたは何曲

福岡市キャンプ協会

日本ケアビクス連盟

今年の 10 月で設立から 10 周年

ケアビクスは福祉・介護・医療の

を迎えます。各団体でおこなわれる

現場や地域の方々と笑顔いっぱいで

キャンプ・野外活動の支援をしな

健康づくりを行っています。

がら、今宿野外活動センターを

今年もケアビクスの輪を広げ幸せづ

拠点に、わくわくキャンプなどの
事業を進めていきたいと考えています。楽しく、新しい発見が
ある野外レクリエーション活動をめざしていきます。

謹賀新年！！

くりに励んで行きます。

踊れますか? 自分の知っている振りやステップ
を入れ、皆さんと共に踊れた感動を一緒に感じて
みませんか？
誰でも気軽に参加できるレクリエーションダ
ンスフェスティバル「萌えて春」を３月２日に開
催します。(参加費は 500 円)
今年は古い曲から

笑顔の花を多くの場所でたくさん咲

新しいヒップホップ

かせていきたいと思います。

の曲まで、あなたの
心に今も残っている

ＴＡＭＡ元気工房

歌を一緒に楽しく

ダブルダッチ（２本の縄で縄跳びをします）や大きなシャ

踊って行きたいと思っています。

ボン玉（鯉のぼりのような）などを行い活動しています。
今年も、何かの 再‐創造 をやってみたい、過去！現在！！

体験学習研究会
福祉レクリエーション・サロン

手をつなぎ心あ
わせて輪を描き、
今年も元気に楽
しく踊ります。

学びあう喜び 発想する感動 笑顔あふれる笑い
私たちメンバーは、九州各地（福岡・佐賀・長
崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）から集ま

年間に学ばせていただいたことを活かして、ぼち

メンバー同士で常に新しい福祉についての紹

真美健康体操協会福岡地区本部

ウォークラリー部会

きる活動に繋げて行きたいと思っています。
本年もよろしくお願い申し上げます。

福祉レクリエーション部会
毎月第１土曜日 18:30～(変更もあります)福
岡市障がい者スポーツセンターにて定例会を行
っています。福祉レク部会員には、毎月「福祉家

昨年は 1 年を掛けて全国レクリエーション大会・

族」会報を郵送しています。定例会の他に、福岡

福岡大会研究フォーラム発表に取り組み、改めて

県・市レクや他団体へのレクボランティア協力事

メンバーの役割や存在、継続すること、コミュニ

業が、年に 6 回ほどあります。
年会費は 2,000 円で、定例会への参加は無料
です。(部会員以外の定例会参加費は 500 円)
福祉レク活動を通し、人とレク財の福祉ネット
ワークを拡げます！！

福岡ＹＭＣＡ
福岡 YMCA はキリストの「愛」と「奉仕」

介・発表を行い、福祉の世界を発信していきます。

17 年となります。

乞うご期待あれ!

どうぞよろしくお願いいたします！

常に研究し、学びあう仲間たちです。カフェタイ

6 月でサークル設立

してきたことに取り組んでまいります。

げて行きたいと会員一同意気込んでいます。

での歴史の福祉と変わりゆく介護の現場の今を

カルで・ハートがあっ

更に今年はこの経験・体験をバネに今までやり残

した。2014 年は、もっともっと仲間の輪を広

ことを分かち合っていきましょう。

平成 8 年度の養成講

ケーションの大切さに気づかされた 1 年でした。

は沖縄県や三重県、愛知県からも仲間が増えま

めていきます。皆様の元気と出会い、ともにある

しなやかで・リズミ

で 18 年目を迎え、

福岡だけでなく遠方

を大切に体験を広げ、楽しく役に立つ研究会を進

8 レク友の会は、
座受講から今年 5 月

ある方々が集まり、

りあい角田良子先生の温かい気遣いを通し、今ま

ムのような温かい雰囲気の中で過ごしています。

８レク友の会

づくり」に関心が

ぼち、活動を開始します。健康、元気、イキイキ

25 周年記念に部会旗を作成
いつでも・どこでも・誰とでも…

80 代までの「健康

福岡大会のエネルギーを地域の皆さんと共有で

昨年は、メンテナンスしていましたが、この 1

しました。

～笑顔のまわりに笑顔が集まる～
111 歳の方も無理なく楽しめる、レクリエー
ションとエクササイズを融合させた健康レクサ
サイズはたくさんの方々と楽しく元気いっぱい
笑顔いっぱい活動しています。
会員は 20 代から

昨年の第６７回全国レクリエーション大会・

未来！！！の方々を歓迎しています。

フォークダンス部会

健康レクササイズ

てを合い言葉に今年
３４年目を迎えるこ
とが出来ました。
明るく楽しく元気よく、自分の体力に合わせた動
きで仲間と共に健康づくりに励んでいます。昨年
は全国レクの協賛行事としての発表会で多くの
皆様と出会いがありました。今年はさらにより多
くの方々との出会いふれ合いを楽しみたいと「集
い」を予定しています。また福岡県体操祭や佐賀
県体操にも毎年参加していますので、こちらも地
域の皆様と共に楽しみたいと思っています。

の精神を根底に、青少年の健全育成に取り
組んでいます。昨年で 100 周年を迎えるこ
とができました。これからも地域に必要と
される団体として幼児から高齢者まで、
様々なプログラムを提供していきます。

