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第42回福島県レクリエーション大会
ふくしまレクリエーションフェスタ2022

開 催 要 項

　「チャレンジふくしま県民運動」や「健康長寿ふくしま会議」のもとで進められ
る新しい「健康ふくしま21計画」の推進に向けて、人々の健康と生きがいを支え、
心を元気にするレクリエーションとして行われるスポーツ活動をとおして、県民
相互の交流、生涯スポーツの振興と健康寿命の延伸を図り、レクリエーション運
動の活性化に資することを目的に、本県最大の生涯スポーツ・レクリエーション
に関する総合的な大会として本大会を開催します。

福島県　　特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会

いわき市　公益財団法人福島県スポーツ協会

ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会
いわき市レクリエーション協会

2022年８月26日（金）～10月８日（土）

いわき市内　スポーツ施設　等

●体験型フェスティバル
県民誰でも参加できる体験会を中心としたイベント

体験交流広場 �  （特非）福島県レクリエーション協会　 　　　　
� 福祉レクリエーション・ネットワークinふくしま

 いわき市レクリエーション協会 ほか　　 　　　
体験コーナー �  各実践活動団体　　　　　　　　　　　　　　　

●全県レベルの大会（スポーツ実践活動）
　参画団体が開催する各スポーツ実践活動種目の大会、
　および初心者のための体験コーナー。
　別添種目一覧のとおり（P. ３）

●学習の場
　会期中に参画団体が開催する初心者講習会等の学習の場。

介護レクリエーション・サポーターセミナー
　 �  福祉レクリエーション・ネットワークinふくしま

目　的

主　催

共　催

主　管

会　期

場　所

開催事業
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第42回福島県レクリエーション大会
ふくしまレクリエーションフェスタ2022

№ 活　動　名　称 団　体　名 期　日 会　場

１ インディアカ 福島県インディアカ協会 ８月28日（日）
10：00～15：00

いわき市
平体育館
（及び平市民運動場）

２ ウオーキング 特定非営利活動法人
福島県ウオーキング協会

10月８日（土）
10：00～13：30

いわき市
道の駅よつくら港
スタート・フィニッシュ

３ オリエンテーリング 福島県オリエンテーリング協会 ９月４日（日）
10：00～13：00

いわき市
21世紀の森公園
集いの広場

４ キャンプ 福島県キャンプ協会
９月３日（土）
13：30
９月４日（日）
～14：00

いわき市
いわき海浜自然の家

５ グラウンド・ゴルフ 福島県グラウンド・ゴルフ協会 ８月26日（金）
10：30～15：30

いわき市
新舞子多目的運動場

６ スポーツウエルネス吹矢 特定非営利活動法人福島県
スポーツウエルネス吹矢協会

９月18日（日）
10：00～15：30

いわき市
総合体育館 大体育館

７ ターゲット・バードゴルフ 福島県
ターゲット・バードゴルフ協会

９月４日（日）
９：30～12：30

いわき市
夏井川河川敷
TBGコース

８ 綱引 福島県綱引連盟 ９月４日（日）
10：00～14：00

いわき市
いわきサンアビリティーズ

９ ディスクゴルフ 福島県ディスクゴルフ協会 ９月４日（日）
10：00～16：00

いわき市
21世紀の森公園
コミュニティ広場ゾーン

10 パークゴルフ 福島県パークゴルフ協会連合会 ９月４日（日）
９：00～12：00

いわき市
鮫川河川敷パークゴルフ場

11 バウンドテニス 福島県バウンドテニス協会 ９月11日（日）
９：00～15：30

いわき市
総合体育館 小体育館

12 フォークダンス 日本フォークダンス連盟
福島県支部フォークダンス部

９月25日（日）
10：00～15：00

いわき市
総合体育館 小体育館

13 武術太極拳 福島県武術太極拳連盟 ９月３日（土）
10：00～12：00

いわき市
内郷コミュニティセンター

14 ペタンク いわき市レクリエーション協会 ９月４日（日）
10：00～15：00

いわき市
21世紀の森公園
コミュニティ広場ゾーン

15 ボールルームダンス 福島県ボールルームダンス連盟 ９月11日（日）
10：00～16：30

いわき市
総合体育館 大体育館

16 ユニカール 福島県ユニカール協会 ９月４日（日）
10：30～14：30

いわき市
中央台公民館

17 ラージボール卓球 福島県ラージボール卓球協会 ９月25日（日）
９：00～16：00

いわき市
総合体育館 大体育館

18 体験交流広場

福祉レクリエーション・
ネットワークinふくしま ９月４日（日）

10：00　スタート
15：00　クローズ

いわき市
いわき駅前
多目的広場いわき市レクリエーション協会�ほか

19 介護レクリエーション・サポーターセミナー
福祉レクリエーション・
ネットワークinふくしま

９月３日（土）
13：00～16：30

いわき市
中央台公民館

実践活動種目一覧



 大会概要実施内容 
第９回福島県ウオーカーの集い、第27回いわきふれあいウオークと共同開催。
道の駅「よつくら港」スタート、フィニッシュで久之浜折り返し10㎞とハーフ
５㎞コース設定をしました。本大会は、日本市民スポーツ連盟福島県認定大会、
及びふくしま路ウオーキングリーグ認定大会となります。
 参 加 者 　�感染症対策を厳守できる方であれば特に制限なし、小学児童以下は

保護者同伴
 定　　員 　300名
 参加費等 　１人 1,000円　小学生以下無料
 参加申込方法申込・問合せ先 
福島県ウオーキング協会事務局あてに、氏名、住所、連絡先電話番号を明記の上、
９月21日までに、メールまたはファックスで申し込みください。
E-mail fwa1995h7@gmail.com　FAX 024-591-4173

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後１時30分

 開催日 　令和４年10月８日（土）
 会　場 　いわき市四倉町
　　　　道の駅「よつくら港」

ウオーキング

 大会概要実施内容 
４人以上でチームを編成し、女子の部・混合の部の２種別で競技を行い、
交流を深めます。
 参 加 者 　インディアカに興味のある方ならどなたでも
 定　　員 　100名
 参加費等 　１人 500円
 参加申込方法申込・問合せ先 
〒960-0756 伊達市梁川町青葉町84-2
福島県インディアカ協会　八巻功三郎
FAX 024-577-6385　携帯 090-5569-9028

 開催日 　令和４年８月28日（日）
 会　場 　いわき市　平体育館

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後３時00分

赤い羽根を手で打ち合う、バレーボールタイプのスポーツです。
レッツ　プレイ　インディアカ

インディアカ

道の駅「よつくら港」をスタート、久之浜「浜風きらら」折り返しの10㎞と
ハーフ５㎞コースを設定しました。
秋の浜風を浴びながら、心と体の健康を目指しふれあいを大切に明るく元気に
歩いていい汗を流しましょう。明るく元気に歩ける方で感染症対策を厳守いただ
ける県民ならどなたでも大歓迎です。完歩証、記念品を用意しています。�
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 大会概要実施内容  

スコアオリエンテーリング（フォトＯ形式）（75～120分）
　○決められた時間内に、自由にコントロールを廻り、より多くの得点を獲得
する競技方式です。

　○コントロールに着いたら、指定された位置からデジカメやカメラ機能付き携帯
電話、スマートフォンで写真を撮影し、コントロール通過の確認を行います。

クラス：グループ（75分）
　　　　家族Ａ（未就学児を含む家族）、家族Ｂ（小学生を含む家族）
　　　　小学生（小学生のみ）、一般（その他のグループ）
　　　　個　人（中学生以上）ロ ン グ（120分）男子、女子
　　　　　　　　　　　　　　ショート（ 75分）男子、女子
※参加にあたっての注意事項、持参品等
　○参加に当たっては、日本オリエンテーリング協会の「オリエンテーリング大会・
練習会開催時における新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」を
遵守してください。

　○また、コントロール通過証明に写真撮影が必要となりますので、カメラ機能付
きのスマートフォンや携帯電話、デジタルカメラを持参の上、運動のできる
服装でご参加ください。

　○暑さが予想されますので、各自対策をお願いします。
　○コンパスが必要な方は、貸し出します。
 参 加 者 　どなたでも参加できます。
 定　　員 　なし
 参加費等 　グループ　家族・小学生：中学生以上 500円／人、小学生 300円／人
　　　　　　　　　　一般：18才以上の方のみのグループ 1,000円／人
　　　　　　　　　　それ以外は家族・小学生と同じ
　　　　　個　　人　1,000円／人（小学生は300円）
　　　　　※当日、受付にて徴収します。なお、未就学児は無料です。
 参加申込方法申込・問合せ先  

８月28日（日）までメール、FAX、郵送にて申込。
〒960-8003 福島市森合字北谷地13ー９ 廣田雅幸気付
福島県オリエンテーリング協会事務局
電話 090-2882-3313　FAX 024-559-2715
E-mail hirohiro@cosmos.ocn.ne.jp

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後１時00分

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　いわき市21世紀の森公園
　　　　「集いの広場」（集合）

本大会では、子どもから大人まで気軽に楽しめる
スコアオリエンテーリング（フォトＯ形式）を実施します。
ロゲイニングの愛好者や少し長めに楽しみたい方には、
ロングコース120分（予定）を用意しています。
会場は「21世紀の森公園」。豊かな自然に親しみ、汗を流して、
大会後は近くにある湯本温泉でのんびりしてみてはいかがでしょうか。

オリエンテーリング
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 大会概要実施内容  

384名による個人プレー
２ゲーム　16ホール　ストロークプレー
 参 加 者 　福島県グラウンド・ゴルフ協会会員
 定　　員 　384名
 参加費等 　１人 500円
 参加申込方法申込・問合せ先  

大会要項に明記　各支部事務局長より郵送
いわき支部　事務局長　小松 高
福島県グラウンド・ゴルフ協会　電話・FAX 024-905-4518

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時30分
 終了予定時刻 　午後３時30分

 開催日 　令和４年８月26日（金）
 会　場 　いわき市新舞子体育施設
　　　　多目的運動場

グラウンド・ゴルフを通じて、愛好者相互の親睦を深めると共に
生涯スポーツの振興と健康で明るい潤いのある生活の実現に資することを、
目的とします。

グラウンド・ゴルフ

 大会概要実施内容  

テント泊、野外ゲーム、クラフト、野外炊事、たき火、星空観察、フィールド散策など
 参 加 者 　どなたでも参加できます。
 定　　員 　20名
 参加費等 　１人 大　人 5,000円（中学生以上）
　　　　　　　 子ども 3,000円（小学生以下）
 参加申込方法申込・問合せ先  

福島県キャンプ協会
電話 070-4198-2551　FAX 024-937-3747
E-mail fukushima-kencampingfriends@docomo.ne.jp
　　　fukushimacamping7.naturefriends@gmail.com

 受付開始時刻 　９月３日（土）午後０時30分
 活動開始時刻 　９月３日（土）午後１時30分
 終了予定時刻 　９月４日（日）午後２時00分

 開催日 　令和４年９月３日（土）
　　　　　　　～９月４日（日）
 会　場 　いわき海浜自然の家

太陽のしたで、元気に外あそびしませんか。
クラフトやフィールド散策、そして、夜は、たき火や星空をたのしみましょう！

キャンプ
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 大会概要実施内容 

男女とも３位までを表彰します。飛び賞、その他もあります。
 参 加 者 　どなたでも参加できます。
 定　　員 　なし
 参加費等 　１人 1,000円
 参加申込方法申込・問合せ先 

いわき市ターゲット・バードゴルフ協会・事務局
田口二夫：電話 0246-28-8953

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前９時30分
 終了予定時刻 　午後０時30分

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　�いわき市夏井川
　　　　ターゲット・バードゴルフ場

ターゲット・バードゴルフの活動をとおして、参加者相互の交流を図り、
生涯スポーツの振興を図ることを目的とします。

ターゲット・バードゴルフ

 大会概要実施内容  

◎１チーム３人の団体戦
　（男女フリー、チームにならない場合は事務局で混成チーム編成）
◎予選３ラウンドで上位25チームが決勝進出。決勝は、２ラウンド予定
　ゲーム（ビンゴゲーム等）　※無料体験コーナー有り
 参 加 者 　定員70チーム（個人申込者は混成チーム編成します）
　　　　　※�使用用具が決められていますので、用具をお持ちでない方には無料で

お貸しします。参加申込時にその旨を伝えてください。
 参加費等 　１人 大人 1,000円　中学生以下 500円
 参加申込方法申込・問合せ先 

所定の用紙に支部ごとにまとめて申し込む
問い合わせ先　（特非）福島県スポーツウエルネス吹矢協会
　　　　　　　事務局（髙野）電話・FAX 024-573-6131

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後３時30分

 開催日 　令和４年９月18日（日）
 会　場 　いわき市立総合体育館
　　　　大体育館

スポーツウエルネス吹矢で繋がろう！
みんな、おいでよ！楽しく、そして健康に！

スポーツウエルネス吹矢
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初心者大歓迎！お一人様から参加できます！
初心者の方には、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者が
楽しい綱引き実践方法＆ルール等のご指導いたします。
お気に入りの仲間と力を合わせて楽しんでね‼
当日参加もOK　メンバーが揃わない時は事務局まで相談を！

綱　引

 大会概要実施内容 

◦予選リーグを行い、各ブロック上位チームによる決勝トーナメントを行います。
◦予選リーグは、１セットマッチ。決勝トーナメントは３セットマッチで行います。
　ただし、参加チーム数により競技方法の変更もあります。
◦メンバーが揃わない参加者は事務局まで連絡ください。
　事務局にてチーム編成いたします。

 参 加 者 　小学生以上（男女区別問わず）体重制限なし�
　　　　　一般の部：中学生以上（男女区別問わず）体重制限なし
　　　　　�参加者は検温、消毒後に参加となります。コロナ禍のため、マスクの

着用はおねがいします。参加者は体育館用の上履きを持参ください。

 定　　員 　１チーム10名内
　　　　　選手６名　監督１名　トレーナー１名　交代要員２名内
　　　　　監督・トレーナーは選手を兼ねることができる

 参加費等 　１チーム 一般 5,000円　小学生 3,000円
　　　　　当日、個人参加の場合　１人 一般 1,000円　小学生 500円

 参加申込方法申込・問合せ先 

先ずは下記番号へ問い合わせください。案内書類等送ります。
電話 0243-33-4013　FAX 0243-33-4013まで
◦申込は、組合せ作成都合上、８月20日（土）を締切りとしますが、大会当日まで
参加募集します。

 受付開始時刻 　午前９時30分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後２時00分

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　いわきサンアビリティーズ
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 大会概要実施内容 

個人戦とし、日本パークゴルフ競技規則を適用。
４コース（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）36ホールストロークプレイで行います。
入賞は男女別に１位～７位まで（昼食は各自用意・参加賞有り）
 参 加 者 　いわき市・双葉郡内在住者
 定　　員 　120名
 参加費等 　１人 500円
 参加申込方法申込・問合せ先 

いわき市・双葉管内町村パークゴルフ協会事務局に参加費を添えてお申込みください。
大会事務局：いわき市PG協会（会長 芦間セイ子）
電話・FAX 0246-63-1390

 受付開始時刻 　午前８時00分
 活動開始時刻 　午前９時00分
 終了予定時刻 　午後０時00分（正午）

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　いわき市鮫川河川敷公園
　　　　パークゴルフ場

清き流れにアユおどり、躍動の水辺、鮫川河川敷公園で、
パークゴルフをとおして愛好者相互の親睦を深めると共に、
生涯スポーツの振興に寄与することを目的に開催します。

パークゴルフ

 大会概要実施内容 

午前18ホール 午後18ホール　計36ホール　P72
１パーテー４名　18グループ　　72名参加者
男女　ジュニア・オープン・シニア・レジェンド部門
部門別　各賞あり
 参 加 者 　福島県内在住の方で年齢性別制限なし
 定　　員 　72名
 参加費等 　１人 700円
 参加申込方法申込・問合せ先 

事務局　E-mail hangiro8@ozzio.jp
福島県ディスク協会事務局　電話・FAX 024-533-3663　斎藤達雄

 受付開始時刻 　午前８時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後４時00分

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　21世紀の森公園
　　　　コミュニテイ広場ゾーン

“いま”と思った時がチャンス　投げてみたら一度。
老若男女初めての方大歓迎　一緒に語らいつながる
誰にでもある　ゆめチャレンジ…

ディスクゴルフ
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 大会概要実施内容  

・誰もが楽しみながら踊れる曲を用意し、全曲指導を行いながらプログラムを
進行します。
・指導は、日本フォークダンス連盟公認指導者が行います。
 参 加 者 　�フォークダンス愛好者及びフォークダンスに興味のある方ならどなた

でも参加できます。
 定　　員 　なし
 参加費等 　１人 1,000円　子ども～大学生まで無料
 参加申込方法申込・問合せ先  

日本フォークダンス連盟福島県支部フォークダンス部事務局　佐久間 章
電話・FAX 024-597-8308　E-mail akira.sakuma@nifty.com

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後３時00分

 開催日 　令和４年９月25日（日）
 会　場 　いわき市総合体育館　小体育館

－みんなおどろう、大きな輪になれ、楽しいフォークダンス－
「踊ること」は人とのふれあいを生み、健康を育み、
これからの生活に更に彩を加えてくれるでしょう。

フォークダンス

 大会概要実施内容 

１チ－ム（４名）による団体戦（男子Ｗ・女子Ｗ・混合Ｗ）
 参 加 者 　どなたでも参加できます。
 定　　員 　64名
 参加費等 　１チーム 3,000円
 参加申込方法申込・問合せ先 

郵送・FAXでお申込みいただきます。
先ず、お問い合わせください。
問合せ先　電話 090-2984-3408

 受付開始時刻 　午前８時40分
 活動開始時刻 　午前９時00分
 終了予定時刻 　午後３時30分

 開催日 　令和４年９月11日（日）
 会　場 　いわき市総合体育館　小体育館

今日１日、仲間とバウンドテニスを楽しもう。

バウンドテニス

10

ふくしまレクリエーションフェスタ2022



 大会概要実施内容 

１チーム３人もしくは２人（男女別なし混成可）先着16チーム
 参 加 者 　どなたでも参加できます。
 定　　員 　16チーム・48名
 参加費等 　１人 500円
 参加申込方法申込・問合せ先 

いわき市レクリエーション協会事務局
（いわき市ペタンク連盟事務局）
木田章一　携帯 090-1930-0986

 受付開始時刻 　午前９時00分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後３時00分

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　21世紀の森公園
　　　　コミュニティ広場ゾーン

パラリンピックで知られたボッチャの屋外版です。
初心者でもすぐできますので、是非ご参加ください。

ペタンク

 大会概要実施内容 

午前10時00分～午前11時00分　太極拳種目紹介
午前11時00分～午後０時00分　みんなで楽しむ太極拳
午後０時00分～午後１時00分　閉会式
 参 加 者 　県民どなたでも。運動のできる服装、室内運動靴をご準備ください。
 定　　員 　200名
 参加費等 　無料
 参加申込方法申込・問合せ先 

◎県連会員は所属団体を通じて申込み。◎個人参加は当日受付。
〒960-8204 福島市岡部字根深115-2　福島県武術太極拳連盟事務局　石澤久芳
電話（留守電）・FAX 024-531-5627

 受付開始時刻 　午前９時15分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後０時00分（正午）

 開催日 　令和４年９月３日（土）
 会　場 　いわき市
　　　　内郷コミュニティセンター

ゆったりした動きの太極拳で心とからだをいやしませんか。
初めての方でも、運動の得意でない方でも、どなたでも参加できます。
健康スポーツとして、生涯スポーツとして、さあ一緒に始めましょう。

武術太極拳
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 大会概要実施内容 
（１）一般参加者向け体験コーナー（常時）
　　 ルールや投げ方の指導を行い、試合による実技指導もします。
（２）会員による模範試合
 参 加 者 　�福島県ユニカール協会、福島市ユニカール協会の会員および一般

市民、どなたでも
 定　　員 　36名　一般参加者向け体験コーナーは常時フリーで行います。
 参加費等 　会員のみ １人 300円　一般参加者は無料
 参加申込方法申込・問合せ先 
電話またはメールにてお申込みください。
電話 090-4555-9115（山田）　E-mail audio32.lexus381@docomo.ne.jp

 受付開始時刻 　午前９時30分
 活動開始時刻 　午前10時30分
 終了予定時刻 　午後２時30分

 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　いわき市中央台公民館

先の冬季オリンピックで銀メダルを獲得したカーリングの床バージョンである
「ユニカール」です。いわき市では、あまりなじみのない種目かもしれませんが、
小学５年生以上の方であれば簡単にプレイできますので、ご夫妻で、親子で、
友人同士でどうぞ気軽にご参加ください！

ユニカール

 大会概要実施内容 

講習会・交流会
 参 加 者 　�ボールルームダンスインストラクター
　　　　　及び愛好者とご興味が有る方
 定　　員 　550名
 参加費等 　１人 3,000円
 参加申込方法申込・問合せ先 

福島県ボールルームダンス連盟の各教室
福島県ボールルームダンス連盟
電話・FAX 0243-22-5735　E-mail dsg@gen.ptu.jp

 受付開始時刻 　午前９時15分
 活動開始時刻 　午前10時00分
 終了予定時刻 　午後４時30分

 開催日 　令和４年９月11日（日）
 会　場 　いわき市総合体育館
　　　　大体育館

社交ダンスを、教室やサークルだけでなく、
生涯スポーツとして、一般の方にも広め楽しんでもらいたい。

ボールルームダンス
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新型コロナウイルス感染対策
〜楽しくスポーツ・レクリエーションを楽しむために〜

 大会概要実施内容  

年代別　混合ダブルス　３Ｄ団体戦

 参 加 者 　福島県民オープン
 定　　員 　240名
 参加費等 　１　　人 1,000円
　　　　　１チーム 4,000円

 参加申込方法申込・問合せ先  

〒963-8041 郡山市富田町下西田11-11
電話・FAX 024-952-2896　E-mail ootuki@tj8.so-net.ne.jp

 受付開始時刻 　午前８時30分
 活動開始時刻 　午前９時00分
 終了予定時刻 　午後４時00分

 開催日 　令和４年９月25日（日）
 会　場 　いわき市立総合体育館
　　　　大体育館

人生を豊かにし、健康で長生きの秘訣。
それが生涯のスポーツのラージボール卓球です。
若い人からシルバーまで楽しめますよ。

ラージボール卓球
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 開催日 　令和４年９月４日（日）
 会　場 　いわき駅前多目的広場

 活動開始時刻 　午前10時00分　オープン
 終了予定時刻 　午後３時00分　クローズ

 大会概要実施内容 

小雨決行。誰でも無料で参加して、体験交流することができます。
【開催予定種目】
カーレット、スラックライン、ディスゲッター9、木球、パークゴルフ　ほか。
子どもたちに大人気、「マンカラ」や「釣りっこゲーム」もあるよ！
 参 加 者 　誰でも参加できます。参加費は無料です。参加される方には、
　　　　　検温、消毒のうえ、�リストバンドを付けていただきます。
 参加費等 　無料
 参加申込方法申込・問合せ先 

特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会
電話 024-544-1886　E-mail f-kenrec@bz04.plala.or.jp

めったに体験できない「レアな」スポーツを集めた体験交流広場です。
スポーツ・レクリエーションの新しい楽しみを、
交流の中から見つけましょう。

体験交流広場

 開催日 　令和４年９月３日（土）
 会　場 　いわき市中央台公民館

 受付開始時刻 　午後０時00分（正午）
 活動開始時刻 　午後１時00分
 終了予定時刻 　午後４時30分

 大会概要実施内容 

レクリエーションは「心の元気づくり」です。
介護の場面で、利用者の方々に少しでも元気になっていただくための、
レクリエーション活動のノウハウを、３時間でコンパクトにご紹介します。
 参 加 者 　誰でも参加できます。18歳以上の方は資格申請ができます。
　　　　　介護のお仕事をしている方、ボランティアの方、学生さん、
　　　　　どなたでもご参加ください。
 参加費等 　1,000円　学生はワンコイン「500円」（学生証を提示してください。）

日本レクリエーション協会登録の「介護レクリエーション・サポーター」資格を
申請される方は別途1,000円納入いただきます。 　　　　　　　　　　　　　　

 参加申込方法申込・問合せ先 

特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会
電話 024-544-1886　E-mail f-kenrec@bz04.plala.or.jp

レクリエーション活動の基礎を、コンパクトにばっちり学習！�
日本レクリエーション協会登録資格である
「介護レクリエーション・サポーター」の資格が取得できる講習会です！

介護レクリエーション・
サポーターセミナー
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年度 福島県レクリエーション大会
通算回数 開催地 大会名称

昭和56年
（1981年） 第１回 福島市 第１回福島県レクリエーション大会

昭和57年
（1982年） 第２回 福島市 第２回福島県レクリエーション大会

昭和58年
（1983年） 第３回 福島市 第３回福島県レクリエーション大会

昭和59年
（1984年） 第４回 会津若松市 第４回福島県レクリエーション大会

昭和60年
（1985年） 第５回 郡山市 第５回福島県レクリエーション大会

昭和61年
（1986年） 第６回 福島市 第６回福島県レクリエーション大会

昭和62年
（1987年） 第７回 いわき市 第７回福島県レクリエーション大会

昭和63年
（1988年） 第８回 鏡石町 第８回福島県レクリエーション大会

平成元年
（1989年） 第９回 福島市 第９回福島県レクリエーション大会

平成２年
（1990年） 第10回 会津若松市 第10回福島県レクリエーション大会

平成３年
（1991年） 第11回 郡山市 第11回福島県レクリエーション大会

平成４年
（1992年） 第12回 福島市 第１回福島県民スポーツ・レクリエーション祭

平成５年
（1993年） 第13回 福島市 第２回福島県民スポーツ・レクリエーション祭

平成６年
（1994年） 第14回 福島市 第３回福島県民スポーツ・レクリエーション祭

平成７年
（1995年） 第15回 福島市 第４回福島県民スポーツ・レクリエーション祭

平成８年
（1996年） 第16回 郡山市 ふくしまスポーツフェスタ’96 in こおりやま

平成９年
（1997年） 第17回 会津若松市 ふくしまスポーツフェスタ’97 in あいづ

平成10年
（1998年） 第18回 原町市（現南相馬市） ふくしまスポーツフェスタ’98 in はらまち

平成11年
（1999年） 第19回 須賀川市 ふくしまスポーツフェスタ’99 in すかがわ

平成12年
（2000年） 第20回 喜多方市 ふくしまスポーツフェスタ2000 in きたかた

平成13年
（2001年） 第21回 二本松市 ふくしまスポーツフェスタ2001 in にほんまつ

平成14年
（2002年） 第22回 相馬市 ふくしまスポーツフェスタ2002 in そうま

平成15年
（2003年） 第23回 白河市 ふくしまスポーツフェスタ2003 in しらかわ

開催の歴史
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年度 福島県レクリエーション大会
通算回数 開催地 大会名称

平成16年
（2004年） 第24回 会津坂下町 ふくしまスポーツフェスタ2004 in かわぬま

平成17年
（2005年） 第25回 伊達市 ふくしまスポーツフェスタ2005 in だて

平成18年
（2006年） 第26回 田村市・三春町 ふくしまスポーツフェスタ2006 in たむら

平成19年
（2007年） 第27回 南相馬市 ふくしまスポーツフェスタ2007 in みなみそうま

平成20年
（2008年） 第28回 本宮市 ふくしまスポーツフェスタ2008 in もとみや

平成21年
（2009年） 第29回 南会津町・下郷町 ふくしまスポーツフェスタ2009 in みなみあいづ

平成22年
（2010年） 第30回 喜多方市 ふくしまスポーツフェスタ2010 in きたかた

平成23年
（2011年） 第31回 福島市 ふくしまスポーツフェスタ2011 in ふくしま

平成24年
（2012年） 第32回 郡山市 ふくしまスポーツフェスタ2012 in こおりやま

平成25年
（2013年） 第33回 県内各地 ふくしまスポーツフェスタ2013

第68回全国レクリエーション大会2014福島プレ大会
平成26年
（2014年） 第34回 18市町村 ふくしまスポーツフェスタ2014

第68回全国レクリエーション大会2014福島
平成27年
（2015年） 第35回 福島市 ふくしまレクリエーションフェスタ2015

平成28年
（2016年） 第36回 郡山市 ふくしまレクリエーションフェスタ2016

平成29年
（2017年） 第37回 福島市 ふくしまレクリエーションフェスタ2017

平成30年
（2018年） 第38回 会津若松市 ふくしまレクリエーションフェスタ2018

平成31年
（令和元年）
（2019年）

第39回 郡山市 ふくしまレクリエーションフェスタ2019
福島県レクリエーション協会創立50周年記念大会

令和２年
（2020年） 第40回 いわき市 ふくしまレクリエーションフェスタ2020

（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）

令和３年
（2021年） 第41回 福島市

ふくしまレクリエーションフェスタ2021
第75回全国レクリエーション大会2021福島
（新型コロナウイルス感染拡大のため中止）



ふくしまレクリエーションフェスタ2022に関するお問合せ

●各種目や行事の詳細は、ホームページからも確認できます。

ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会
〒960-8153　福島市黒岩字田部屋53ｰ5　福島県青少年会館5階
　　　　　　　 特定非営利活動法人 福島県レクリエーション協会

http://www.f-kenrec.orgURL

024-544-1886TEL 024-572-7800FAX
f-kenrec@bz04.plala.or.jpe-mail
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検索福島県レクリエーション協会

公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業公益財団法人福島県スポーツ振興基金助成事業

チャレンジふくしま県民運動参画イベント

福島県／特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会 いわき市／公益財団法人福島県スポーツ協会
ふくしまレクリエーションフェスタ実行委員会／いわき市レクリエーション協会
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第42回福島県レクリエーション大会第42回福島県レクリエーション大会
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実践活動ガイド




