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恒例の会員のスキルアップ研修会が平成 24 年 10 月 28 日（日）TOTO 研修センターにて開催されました。
今回は、関係者以外はあまり知る機会がない分野の福祉レクリエーションにふれることができました。
痴呆症の方も障害のある方も元気な方も一緒に楽しめるレクリエーションを学ぶことができました。
講 師：村 松 郁 恵 先生
デイホームちゃのま

施設長

「小さな達成感でも生きる意欲に
つながる。
心が開けば身体がリラック
スでき、心が動けば身体が動き、快い
介護ができる。
」をモットーに全国的
に活動中。
千葉柏リハビリテーション学院の
非常勤講師および各地での福祉施設
職員研修会、福祉レクリエーション研
修会などの講師を務める。

「スキルアップ研修会
スキルアップ研修会を
研修会を終えて」
えて」

紙風船。楽しい声があがります

北九州市レクリエーション
北九州市レクリエーション協会
レクリエーション協会 事務局長

上 村 豊

『笑う門には健康来たる、おまけに福も付いてくる』をモットーに活動を行っていらっしゃる村松先生のお話
をお聞きして、介護に携わっておられる参加者の方もきっと「目ならウロコ」ではなかったでしょうか？
午前は、利用者さんへの気配り・心配りの仕方として、目線・視線・距離感・褒める・スポットを当てること
などきめの細やかなお話をお伺いしました。日頃から気をつけながら行動すべきことをきちんと整理しておら
れ、持ち帰って同僚と勉強できるテーマをいただけたような気がします。
午後からは、身体を使った実技講座として、指を使った体操・手を使った体操・足、全身を使った体操、また、
お札・サイコロ・トランプ・カードなどの道具を使った実技講座もなどを学ぶことができました。認知レベルの
違う方・障害部位の違う方が一同に会した時に、どの方を中心にレクリエーションを行うべきかが、支援者の
皆さんの大きな悩みだったと思いますが、先生のお話によってこの悩みも少し解消できるかもしれませんね。
今後は、健常者も含めたすべての方が一同に会してのレクリエーションができれば最高ですよね。
今年で４年目となる会員スキルアップ研修会が、１０月２８日（日）に行われました。千葉県柏市から村松先
生（「ディホームちゃのま」の施設長）をお招きして介護に関するいろんな情報を得ることができました。会員
さんだけでなく施設で勤務されている方も一緒に勉強できました。この講座によって、高齢化社会に明るい明日
の兆しが見えつつあるような予感がしているのは私だけでしょうか？

子ども達の体力向上を目指し、親子対象の運動遊

【参加者の声（１か月後アンケート抜粋）】

びを実施。親子で楽しくできる運動遊びや保護者対

・料理教室でならったものを作ってみた。

象の食育料理教室を実施しています。

・夏休み、春休み、冬休みに企画してほしい

主催：北九州市

・機会があればまた参加したい。

北九州市教育委員会
NPO 法人
子ども未来ネットワーク北九州

・子どもと一緒に料理がしたかった
・体を動かして遊ぶことを家族で話し合った。
その他、色々なご意見をいただいています。

主管： 北九州市レクリエーション協会

10:00～
10:00～11:00 親子で
親子で運動

１１：
１１：１０～
１０～１２：
１２：００ 【子ども】
ども】運動あそび
運動あそび 【保護者】
保護者】食育料理教室
パパとママと離れて初めは寂しそうにしていた子ども達。でもすぐに体を
パパ・ママ！
大 好 き ！ 一 緒 使った遊びに夢中。パパとママは食育のお勉強中です。試食が楽しみ。
に過ごす時間
は親子の宝物。
笑顔がいっぱ
いになります。

平成２４
平成２４年
２４年９月２１日（金・祝）～２
）～２３日（日）
福井県内の会場にレクダンスやインディアカ等の全国
交流大会やレクリエーションに関する研究フォーラムが
繰り広げられました。全国レクリエーション大会は生涯ス
ポーツや生涯学習の振興を目的に日本レクリエーション協
会と県レクリエーション協会などが開催しています。

全国レクリエーション
全国レクリエーション大会参加報告
レクリエーション大会参加報告 北九州市レクリエーション
北九州市レクリエーション協会
レクリエーション協会 事務局 高 原 弘 文
「いっちょらい福井でつむぐレクごころ」スローガンのもと、「第６６回全国レクリエーション大会 IN
ふくい」に第６７回福岡大会の視察を兼ね福岡県より総勢８９名、
『日本一幸福な県』へ伺いました。
福井市内は震災・洪水と三度の災禍によりインフラ整備が行われ道路整備、福井城をはじめ古今の伝統が
受け継がれている街並み、朴訥な人柄の北陸人の気風が連綿と伝わってまいりました。
開会式のレセプションから始まり、種目別全国交流会ではインディアカ、レク・ダンスの交流会を拝見
し全国よりご参集の方々のはつらつさとハイレベルなモチベーションを感じました。研究フォーラムのセ
ッションでは越前和紙で墨流しなど素敵なワークショップが盛りだくさんでした。
福岡に向かって、さらには震災被害の第６８回大会開催県、福島県へ遠望し福～福～福つながりの全国
レクリエーション大会に参加し地域のもつレク魂とホスピタリティを一層感じいった大会でした。

のあそび探検隊
のあそび探検隊

あそびの日
あそびの日

あそびの城
あそびの城

新規事業。親子で自然を感じ、自然
と共生できることを学ぶ。

6／2（土）新日鐵住金大谷体育館に
て開催。日レクのキャンペーンにな
っている。北レクでは北九州市福祉
事業団との協働事業となっている。

小学生を対象にゲームなどをして遊
ぶ。大里東市民センターと竹末市民
センターにて毎月第３土曜日に実
施。大人気の事業となっている。

レディースフェスティバル

コミュニケーション講座
コミュニケーション講座

農業体験教室

5 月 6 日三萩野体育館にて
チャレンジ・ザ・ゲーム、太極柔力
球を実施。同月 20 日は若松体育館に
てインディアカ大会が開催された。

小倉中央小学校 菊池省三先生の人
気講座です。恒例のワークショップ。
新しい自分自身を発見できたかな？

ユニカール教室
ユニカール教室
生涯スポーツとしてユニカールを
楽しむ人が多いようです。大会の数
も増え、練習に力が入ります。

笑いがもたらす健康効果
いがもたらす健康効果
川崎亭好朝 先生による落語。笑うこ
とは健康にとても良いことなので
す。さぁ大声を出して笑ってみよう。

苅田の棚田で赤米作りを実施した。
今年はやや収穫が少なかったが、
家族の絆は深くなったと確信する。

リトミック教室
リトミック教室
東筑紫短期大学 岡本昌代先生指導。
0 才～1 才・1 才～２才・２才～３才
児の３クラス実施

平尾台を
平尾台を歩く

ジュニアスポーツ
ジュニアスポーツ体験教室
スポーツ体験教室

介護レクリエーション
介護レクリエーション講座
レクリエーション講座

カルスト台地の平尾台の自然を満喫
します。季節の移ろいを体感するこ
とができます。

小学生低学年対象に体力向上を目指
す講座となっている。写真は体力測
定の様子。

介護支援者のスキルアップを目的と
する。実践に役立つレクリエーショ
ンを学ぶ。

第 68 期
レク･
レク･インストラクター養成講座
インストラクター養成講座
講座開催中。指導者育成のため、講
師陣も念入りな勉強会を実施。

市民体育祭
10／14 関門ウォーキング（下写真）
10／21 インディアカ大会
10／27 ユニカール大会
とても気持ちの良い汗をかきました。

北九州市都市緑化祭
10 月 21 日（日）若松グリーンパークで
開催されました。ニュースポーツやクラ
フトを楽しみました

が
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パワーアップする北九州市
する北九州市レクリエーション
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レクリエーション協会の
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最大イベントを
イベントを実施します
実施します。
します。会員の
会員の交流の
交流の場にも
なっています。
なっています。今年は
今年は新登場の
新登場のバザーもあります
バザーもあります。
もあります。掘り出し物が見つかるかも！
つかるかも！
ご家族・
家族・お友達をお
友達をお誘
をお誘いの上
いの上、ぜひお越
ぜひお越し下さい。
さい。もちろん「
もちろん「お楽しみ抽選会
しみ抽選会」
抽選会」もあります。
もあります。
ニュースポーツ体験
ニュースポーツ体験・
体験・クラフト・
クラフト・ダンスなど
ダンスなど
イベント盛
イベント盛りだくさんです。
りだくさんです。小さな子
さな子どもから
高齢の
高齢の方まで楽
まで楽しく過
しく過ごせます。
ごせます。駐車場もありま
駐車場もありま
す。雨天時でも
雨天時でも遊
でも遊べます。
べます。年に１度のお祭
のお祭りを
思いっきり楽
いっきり楽しみましょう。
しみましょう。

初冬の
初冬の貫山を
貫山を歩きます
☆ 11 月 23 日（金・祝）☆
集合時間：８：００
集合場所：平尾台自然観察
センター前駐車場
参 加 費 ：１人 1,000 円

応援も
応援も大歓迎です
大歓迎です
☆ 11 月 25 日（日）☆
時 間：９：００～
場 所：若松体育館
参加費：2,500 円／チーム
※１チーム ５～７名

牧野正江先生をお
牧野正江先生をお迎
をお迎えします
２５日
☆ 11 月２５
日（日 ）☆

市内の
市内の山を散策しましょう
散策しましょう
☆ 12 月 2 日（日）☆

時

間：９：３０～１４：３０

花 尾 山 に登ります。

場

所：新日鐵住金大谷体育館

☆ 平成 25 年 3 月 17 日（日）☆
皿 倉 山 に登ります。

参加費：1,500 円（保険代含む）

いずれも参加費：１人 1,000 円

ブーム到来
ブーム到来！
到来！落語で
落語で健康に
健康に！
☆ 平成 25 年２月１日（日）☆

生涯スポーツ
生涯スポーツとしておすすめ
スポーツとしておすすめ
☆ 平成 25 年３月３日（日）☆

時

間：１０：３０～１２：００

時

間：９：００から

場

所：ＴＯＴＯ研修センター

場

所：三萩野体育館

参加費：1,000 円

参加費：１人５００円

【編集後記】
年賀状が発売されました。また、おせち料理などの予約も始まり、もう新しい年を迎える準備をする時期になりまし
た。今年はどんな年でしたか？一大決心をした人、少し休んだ人など･･･それぞれの想いをもって過ごされたことと
思います。これからも会員の皆様が健康で、そして心より楽しくレクリエーション活動ができますように。
伊 藤 恭 子 （64 期）

