
平成２３年度事業実施報告 
 

平成２３年４月 １日 

平成２４年３月３１日 

 

特定非営利活動法人 福島県レクリエーション協会 

 

１ 平成２３年度事業実施の概要 

 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、本県に大きな傷跡を残しました。 

地震・津波に加え、原子力発電所の事故による放射能災害により、多くの県民が避

難生活を余儀なくされ、風評被害は本県の活力を大きくそいでしまいました。長い避

難生活の中で、心身の健康維持が重要視され、レクリエーションにも大きな期待が寄

せられました。 

このような状況の中で、震災時レクリエーションボランティアの活動を活性化し、

県民に対して、身体面、情緒面におけるレクリエーション支援を継続して参りました。 

 また、既存事業の「おやこ元気アップ！事業」「チャレンジ・ザ・ゲーム」に加え、

新たに「アドベンチャーキャンプ」を開催し参加者層の拡大を図りました。 

大会関係では、「ふくしまスポーツフェスタ２０１２」を福島市で開催し、初めて「研

究フォーラム部門」を実施いたしました。 

次に、レクリエーション・インストラクターを養成する「レクリエーションアカデ

ミー」を開催するとともに、地域における身近なレクリエーション活動の活性化を目

指し、｢レクリエーション・サポーター育成認定事業｣を実施しました。 

これら、レクリエーション支援者の増加を図ることにあわせ、更新率低下に歯止め

をかけるため、広報誌「レクリエーションふくしま」を年６回発行したほか、パンフ

レットを２種類作成し、関係機関に配布いたしました。また、震災により所在不明と

なった有資格者の所在確認と情報提供を行ってまいりました。 

次に、本県の交流人口の拡大を目指し、県当局のご協力をいただきながら、全国レ

クリエーション大会の招致を開始いたしました。 

本協会にとって今年度は実質的初年度であり、試行錯誤の中、事業実施方針に基づ

き、未来への布石となる事業、及びその準備を、積極的に展開し、おおむね良好な成

果を上げることができました。 
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特定非営利活動 

定款の事業名

事業名

レクリエーションの普及・奨励事業

アドベンチャーキャンプ開催事業 8月5日～8月7日 喜多方市 こども56人
こゆめ助成
県・県教委後援

おやこ元気アップ！事業開催事業 6月18日 国見町 親子80組 日レク委託

チャレンジ・ザ・ゲーム普及推進事業

普及審判員講習会 6月19日、11月3日 福島市 11人

記録会開催事業 9月10日 福島市 20人 toto助成

11月3日 国見町 36人 toto助成

11月13日 いわき市 300人

12月12日 福島市 50人

2月12日 福島市 100人 toto助成

全国一斉あそびの日支援事業

あそびの城支援事業

レクリエーション普及振興功労者等顕彰事業

福島県会長表彰 9月10日 福島市 6人

日本レクリエーション協会理事長表彰者推薦 9月23日 大津市 3人

レクリエーションに関する各種大会等開催事業

ふくしまスポーツフェスタ２０１１開催事業

実行委員会 7月10日、2月25日 福島市 計　60人

ふくしまスポーツフェスタ2011 9月10日～9月11日 福島市 3,042人

第31回福島県レクリエーション大会研究フォーラム開催事業 9月10日～9月11日 福島市 30人

レクリエーションに関する人材の養成・資格審査・登録事業

レクリエーション・アカデミー2011 7月9日～7月10日 福島市 16人

7月30日～7月31日

9月3日～9月4日

10月29日～10月30日

11月12日～11月13日

12月10日

有資格者研修会

レク財交流＆レクダンス研修会 10月10日 福島市 23人

グループワークトレーニングセミナー 11月27日 福島市 10人

レクリエーション・インストラクター資格審査・登録事業 2月11日 福島市

レクリエーション・コーディネータースクーリング受入れ

第1回　Aプログラム 9月10日～9月11日 福島市 16人

第2回　Bプログラム 11月19日～11月20日 福島市 16人

第3回　Cプログラム 2月11日～2月12日 福島市 16人

レクリエーション・コーディネーター選考試験 3月18日 福島市 15人

レクリエーションに関する支援者・援助者の派遣事業

講師等派遣事業 通年・随時 県内各地

講師トレーニングセミナー 7月2日 福島市 15人

期日 場所 人数 備考

㈶県スポーツ振
興基金助成
福島県ほか
関係団体後援

㈶県スポーツ
振興基金助成

㈶県スポーツ
振興基金助成
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定款の事業名

事業名

レクリエーションに関する組織の育成・強化事業

市町村レクリエーション協会設立相談支援事業 通年・随時

市町村レクリエーション大会等支援事業 通年・随時 会津若松スポーツレクリエーション協会

助成金獲得支援事業 通年・随時 福島県キャンプ協会

福島市レクリエーション協会

福島県スポーツ吹矢協会

福島県ユースホステル協会

福島県ボールルームダンス連盟

会津若松スポーツレクリエーション協会

いわき市担い手養成事業

実行委員会
8月23日、8月30日
9月6日、12月21日

いわき市 計　32人

レクリエーション・ワークセミナー
10月12日、10月26日
11月9日、11月23日

いわき市 計　160人

有資格者研修会 2月4日 いわき市 30人

いわきこどもまつり 3月3日 いわき市 150人

そうまレクリエーション・セミナー
2月8日、2月15日
2月22日、2月29日

計　60人
日レク委託・
toto支援事業

レクリエーションに関する調査・研究・啓発・宣伝事業

広報誌「レクリエーションふくしま」発行事業
4月、6月、8月、
10月、12月、2月

事務局 各4,500部 toto助成事業

広報用パンフレット作成事業（2種類） ３月 事務局 計7,000部 toto助成事業

ホームページ更新事業 随時 事務局
アクセス数
1,000件

レクリエーションに関する諸団体との連携・調整・協力事業

団体正会員事務局長研修会開催事業 6月18日、1月14日 福島市 計　60人

課程認定校担当者研修会開催事業 3月18日 福島市 10人

課程認定校卒業者スキルアップセミナー開催事業 11月5日 福島市 4人

レクリエーションに関する用具・書籍等の斡旋貸与事業

レクリエーションサービスセンター事業

レクリエーション用具使い方・遊び方講座開催事業 30人 toto助成事業

その他目的を達成するために必要な事業

協会事務局兼ボランティア・サポートセンター運営事業 通年 福島市

レクリエーション・サポーター育成認定事業

直営講習会 10月1日、10月15日 福島市 計　18人 toto助成事業

全国大会招致準備事業

震災ボランティア対応事業

笑顔Again!応援隊事業
日レク委託・
toto支援事業

学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業（スポーツ・レクリエーション活動の支援）受託事業

運営委員会 1月16日、3月13日

事業説明会 1月16日

関係者研修会 2月10日

日レク委託事業

文部科学省
委託事業

期日 場所 人数 備考

 
管理事業 

期日 場所 人数 備考

監査会 5月5日 福島市

総会 6月3日 福島市

理事会 ６月3日、11月26日 福島市

専門委員会 4月17日 福島市

顧問会議 2月11日 福島市

事業名
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４ 講習会認定事業 

講習会名称 主催者

福島県レクリエーションアカデミー２０１１ 福島県レクリエーション協会

北信西地区介護・認知症予防いきいきレクサポーター基礎講座 福島県レクリエーション協会

会津地区福祉レクリエーション･プチセミナー
福祉レクリエーション
ネットワークinふくしま

福祉レクリエーションセミナー２０１１
福祉レクリエーション
ネットワークinふくしま

ケアサポートプランニングインストラクター養成課程 ケアサポートプランニング

介護職とレクリエーション 会津レクリエーションクラブ

中高生のためのレクリエーションボランティアセミナー 福島市レクリエーション協会

いわき市担い手事業レクリエーションワークセミナー 福島県レクリエーション協会

介護・認知症予防いきいきレクリエーションサポーター養成講座直営 福島県レクリエーション協会

子ども･子育てはつらつレクリエーションサポーター養成講座直営 福島県レクリエーション協会

福島市レクリエーション財専科　２０１１ 福島市レクリエーション協会

会津坂下町子ども・子育てレクサポーター養成講座 会津坂下町教育委員会

県北地区福祉レクリエーション･プチセミナー
福祉レクリエーション
ネットワークinふくしま

田村市介護・認知症予防いきいきレクリエーションサポーター養成講座 田村市社会福祉協議会

福島市レクリエーションカレッジ　２０１２ 福島市レクリエーション協会

そうましレクリエーションセミナー　２０１２ 相馬市レクリエーション協会

矢吹町介護・認知症予防いきいきレクリエーションサポーター養成講座 矢吹町社会福祉協議会
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５ 共催事業 

事業名 実施日 会場 人数

元気アップ親子セミナーのフォローとアップセミナー 5月28日 会津若松市 17人

中学生のためのレクリエーションボランティアセミナー
6月15日～
12月7日

福島市

親子で「からだ」も「こころ」もリフレシュ 6月25日 会津若松市 123人

福島市あそびの城　アドベンチャーキャンプ
7月23日～
7月24日

喜多方市

第16回福島県民踊指導者講習会
9月25日～
9月26日

福島市 84人

介護職とレクリエーション 10月16日 会津若松市

ウオークラリー福島大会２０１１ 10月23日 福島市 100人

第１５回伊達市民レクリエーションまつりｉｎやながわ 10月10日 伊達市

福祉レクリエーションワーカー交流学集会 1月15日 福島市

レクリエーション・サポーター養成講座
2月4日～
3月17日

田村市 163人

福島県民踊指導者連絡協議会発足４５周年
第45回福島県日本民踊指導者研究集会

2月5日 郡山市
 

 

 

６ 後援事業 

事業名 実施日 会場 人数

２０１１年中期全福島ダンス選手権大会と各種協議会　 7月31日 福島市 660人

キャンプインストラクター養成講習会
8月19日～
8月21日

猪苗代町 12人

第７回福島民友杯パークゴルフ県選手権大会 9月4日 相馬市 234人

第１４回日本ターゲット・バードゴルフ
北海道・東北ブロック大会

9月17日～
9月18日

郡山市 144人

第４４回福島県サイクルスポーツ猪苗代大会 10月2日 猪苗代町

２０１１年後期福島ダンス選手権大会
及び東部総局公認グランドテニス選手権・シニア選手権

10月2日 湯川村 854人

こども未来フェスタがんばろう福島っ子 11月6日 福島市 1,341人

２０１１年ダンスマイライフ・フェスティバル
ｉｎ福島チームマッチ＆ＪＢＤＦ各種競技会

11月13日 小野町

第３回福島県メンズインディアカ大会 2月5日 猪苗代町 80人

第１６回読売新聞社杯福島県レディースインディアカ大会 2月5日 猪苗代町 70人
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７ 講師等派遣事業 

事業名 実施日 会　場

会津芦ノ牧ホーム職員研修会 6月27日 会津若松市

須賀川養護学校医大分校親子集会 7月1日 福島市

大玉村おやこ元気アップ!事業アフターフォロー 7月10日 大玉村

白百合幼稚園お泊まり会レクリエーション 7月17日 福島市

福島地区JRCトレーニングセンター 7月22日 福島市

銀河工房（精神障害者施設）暑気払い 7月27日 田村市

田村市小学生のためのボランティアスクール 7月30日 田村市

吾妻学習センター（屋内スポーツ） 8月8日 福島市

石川町健康づくりサポーター育成事業 9月20日 石川町

全国レクリエーション大会
「震災時のレクリエ-ション支援」

9月25日
滋賀県
大津市

新地町いきいきサロンリーダー研修会 9月27日 新地町

まごころサービスヘルパー講習会 10月14日 国見町

本宮市教育委員会6年生の室内レクリエーション 11月9日 本宮市

鮫川村筋力づくり教室
11月10日、16日、17日、24日、25日
3月1日、6日、8日、14日、15日

鮫川村

田村市滝根公民館天地人学園 11月15日 田村市

福島県社協障害者施設職員研修会 11月30日 郡山市

参考福祉カレッジ緊急人材養成事業 12月13日、2月23日 郡山市

飯坂小学校2年生親子レクリエーション 2月21日 福島市

ふれ愛ボランティアスクール 2月26日 二本松市
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８ 避難所訪問活動 

4月1日 二本松市避難所訪問
4月2日 福島市飯坂避難所訪問
4月5日 福島市西部地区各避難所等訪問
4月7日 小野町避難所訪問
4月9日 福島市飯坂避難所訪問
4月16日 福島市飯坂避難所訪問
4月18日 南相馬市避難所訪問
4月19日 相馬市雛所・新地VC訪問
4月20日 福島市飯坂避難所訪問
4月21日 いわきVC訪問
4月22日 いわき市好間避難所訪問
4月23日 福島市飯坂避難所訪問
4月24日 南相馬市避難所訪問
4月29日 新地町避難所訪問
4月30日 いわき市内郷避難所訪問
5月2日 福島市飯坂町避難所訪問
5月6日 福島市飯坂町避難所訪問
5月7日 福島市飯坂町避難所訪問
5月8日 新地町避難所訪問
5月9日 福島市保育所訪問
5月17日 福島市保育所訪問
5月21日 福島市飯坂町避難所訪問
5月30日 福島市保育所訪問
6月6日 福島市保育所訪問
6月11日 いわき市内郷避難所訪問
6月12日 いわき市久ノ浜ボランティア支援
6月13日 福島市保育所訪問
6月16日 南相馬市VC訪問
6月20日 福島市保育所訪問
6月27日 福島市保育所訪問
7月4日 福島市保育所訪問
7月11日 福島市保育所訪問
7月12日 川俣町避難所訪問
8月1日 福島市保育所訪問
8月8日 福島市保育所訪問
8月12日 浪江町仮設住宅訪問打ち合わせ
8月13日 浪江町仮設住宅訪問（物品搬入）
8月14日 南相馬市VC訪問
8月20日 福島市北幹線仮設住宅訪問
8月21日 相馬市大野台仮設住宅訪問
8月22日 福島市保育所訪問
9月12日 矢吹町仮設住宅訪問
9月17日 福島市北幹線仮設住宅訪問
9月18日 相馬市大野台仮設住宅訪問
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10月28日 福島市北幹線仮設住宅訪問
10月29日 相馬市大野台仮設住宅訪問
11月12日 相馬市出張あそびの城
11月19日 福島市北幹線仮設住宅訪問
11月20日 相馬市大野台仮設住宅訪問
11月23日 伊達市遊びの城被災児童受入れ
11月26日 相馬市出張あそびの城
12月17日 福島市北幹線仮設住宅訪問

相馬市出張あそびの城
12月18日 相馬市大野台仮設住宅訪問
1月21日 福島市北幹線仮設住宅訪問

相馬市出張あそびの城
1月22日 相馬市大野台仮設住宅訪問
2月15日 二本松市安達運動場仮設住宅訪問
2月18日 福島市北幹線仮設住宅訪問

相馬市出張あそびの城
2月19日 相馬市大野台仮設住宅訪問
3月7日 二本松市安達運動場仮設住宅訪問
3月12日 福島市北幹線仮設住宅訪問
3月17日 福島市北幹線仮設住宅訪問
3月18日 相馬市大野台仮設住宅訪問
3月19日 福島市北幹線仮設住宅訪問
3月20日 相馬市大野台仮設住宅訪問

 
 


