
    

 
 

第３回レクフェスティバル終わる 
 第３回さいたま市レクリエーションフェスティバルが６月１３日、「わいわい わくわく プレーランド」を主
テーマとして浦和駒場体育館にて開催された。 
 ９時３０分から開会式が行われ、八木さいたま市レクリエーション協会会長の開会宣言につづき、相川さいた
ま市長から挨拶があった。 
１０時からフェスティバルが始まり、アリーナではレクゲームやニュースポーツコーナー、第一体育室では民

踊・フォークダンス、第二体育室ではソフトバレー、剣道場では昔遊びなどが展開された。市民は競技に参加す
るごとにシールをもらい、８個もらった人にはさらにおまけがプレゼントされた。 
 昨年に比べれば参加者の人数は増えた。特に親子づれが多かったことは、喜ばしいことであるがまだまだ広報
が行きとどいていないようだ。 
市民レベルを対象とした事業を推進するのはなかなか難しい面がある。もっともっとレクリエーションを分か

ってもらうことが大切であると実感した大会であった。 
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平成１６年度 さいたま市レクリエーション協会 事業計画 

１．主催事業 
 

期日 事 業 名 団体名 会 場 

6/13 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ   浦和駒場体育館 

10/16～12/11 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者養成講習会（前期：全9回）   浦和駒場体育館 

1/15～3/12 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者養成講習会（後期：全9回）   浦和駒場体育館 

2/20 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者研修会   浦和駒場体育館 

２．各団体主管事業     

期日 事 業 名 団体名 会 場 

4/4（予4/11） ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺ ﾙ゙ﾌ初心者教室 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺ ﾙ゙ﾌ協会 ｼﾋﾞｯｸ広場 

5/16 大宮家庭婦人ﾊ゙ ﾚｰﾎ゙ ｰﾙ愛好会春季大会 
大宮家庭婦人ﾊ゙ ﾚｰﾎ゙ ｰ
ﾙ愛好会 

芝川小・植竹小ほか 

5/20・6/3 3B体操体験講習会(全2回) 3B体操同好会 浦和駒場体育館 

6/20 体力増進運動教室 
さいたまﾗｼﾞｵ体操連
盟 

南浦和公民館 

7/19 体験ﾀ゙ ｲﾋ ﾝ゙ｸﾞ教室 浦和潜水同好会 沼影市民プール 

8/22 第 6回ｿﾌﾄﾊﾞﾚー ﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ﾄﾘﾑ Bと小学生) ｿﾌﾄﾊ ﾚ゙ｰﾎﾞー ﾙ連盟 浦和駒場体育館 

9/4～18 ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ初心者教室(全3回) ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ連絡協議会 浦和駒場体育館 

9/5～10/31 市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会長杯争奪戦 大宮早起き野球協会 東京健保組合大宮運動場 

9/8 ３B体操体験講習会 3B体操同好会 与野体育館 

9/26 市民ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会 ｳｫｰｸﾗﾘｰ協会 旧大宮市内 

10/10 市民秋季ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞ ﾄーﾞｺ ﾙ゙ﾌ大会 ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞ ﾄーﾞｺ ﾙ゙ﾌ連盟 堀崎公園 

10/11 やさしいｹ゙ ｰﾑとﾚｸﾀ゙ ﾝｽのつどい 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者協議
会 

大宮武道館 

10/15～11/19 与野ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ初心者教室(全5回) ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ連絡協議会 与野体育館 

11/21 市民ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ大会 ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ連絡協議会 大宮東中学校 

11/20 お父さんとあそぼう「親子体操教室」 親子体操協会 浦和駒場体育館 

12/13 日本民踊初心者教室 日本民踊連盟 与野体育館 

2月上旬 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺ ﾙ゙ﾌ初心者教室 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺ ﾙ゙ﾌ協会 未定 

2/27 市ｲﾝﾃ゙ ｨｱｶ大会in浦和 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会 浦和駒場体育館 

3/6 ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞ ﾄーﾞｺ ﾙ゙ﾌ普及講習会 ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞ ﾄーﾞｺ ﾙ゙ﾌ連盟 ｼﾋﾞｯｸ広場 

3/13 第 9回ｿﾌﾄﾊﾞﾚー ﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾄﾘﾑ A･B) ｿﾌﾄﾊ ﾚ゙ｰﾎﾞー ﾙ連盟 記念総合体育館 

3/20 乗れない人の自転車教室 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ連盟 未定 

3/27 浦和ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ連盟40周年記念大会 ﾌｫｰｸﾀ゙ ﾝｽ連絡協議会 浦和駒場体育館 

 



          加 盟 団 体 一 覧   

          平成１６年７月１日現在 

加盟団体名称 
 事 務 担
当 

〒 住所 電話 

浦和潜水同好会 高橋幸雄 338-0823 桜区栄和１-８-１ 855-3177 

フォークダンス連絡協議会 内田芳子 330-0044 浦和区瀬ヶ崎３-１１-１７ 886-1408 

ウォークラリー協会 矢部登美 330-0073 浦和区元町１-１６-１６ 886-3271 

大宮家庭婦人バレーボール愛好会 細江孝子 330-0852 大宮区大成町３-５３３ 667-1245 

大宮早起き野球協会 元石忠由 331-0823 北区日進町１-６８２-３ 651-3308 

レクリエーション指導者協議会 鈴木花子 336-0016 南区大谷場２-５-２６ 882-1612 

インディアカ協会 福田節子 330-0856 大宮区三橋３-７１-６ 645-5425 

親子体操協会 宮田綾子 336-0015 南区太田窪２-３-８-５０２ 881-8238 

サイクリング連盟 渡邊廣次 330-0074 浦和区北浦和２-７-２ 831-4768 

3B 体操同好会 酒巻煕美 330-0064 浦和区岸町２-４-３ 832-1879 

ソフトバレーボール連盟 武田弓佳 330-0855 大宮区上小町１２４９ 645-6658 

ターゲット・バードゴルフ連盟 森川欣宥 331-0805 北区盆栽町２２０-６ 664-4011 

トレーニング同好会 柳橋紘一 338-0826 桜区大久保領家５０-６ 853-5253 

日本民踊連盟 山田政一 330-0852 大宮区大成町１-３５５ 665-3920 

さいたまラジオ体操連盟 内山光造 336-0016 南区大谷場２-５-２６ 882-1165 

与野オリエンテーリング協会 角田文子 338-0006 中央区八王子５-１４-７ 854-7749 

グラウンドゴルフ協会 寺居一雄 331-0802 北区本郷町１４４７-３ 666-3760 
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平成１６年度役員名簿 
    

 

 役職 氏 名 団 体 名 

名誉会長 相川宗一   

顧問 新藤享弘   

顧問 井原 勇   

会長 八木 仁 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 

副会長 加藤 明 ｲﾝﾃ ｨ゙ｱｶ協会 

副会長 田口秀夫 与野ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会 

理事長 浅子 廣 ｳｫｰｸﾗﾘｰ協会 

副理事長 渡邊廣次 ｻｲｸﾘﾝｸ゙連盟 

副理事長 長友正孝 学識経験者 

常任理事 山田政一 日本民踊連盟 

常任理事 岩崎裕子 親子体操協会 

常任理事 鈴木花子 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ指導者協議会 

常任理事 池田和夫 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連絡協議会 

常任理事 内山光造 さいたまﾗｼ ｵ゙体操連盟 

常任理事 酒巻煕美 3B体操同好会 

常任理事 代田幸子 ｲﾝﾃ ｨ゙ｱｶ協会 

常任理事 矢作 清 学識経験者 

理事 秋山忠一 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎ゙ ﾙー連盟 

理事 柳橋紘一 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ同好会 

理事 元石忠由 大宮早起き野球協会 

理事 角田文子 与野ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会 

理事 松本敏雄 大宮家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎ゙ ﾙー愛好会 

理事 柳澤光行 浦和潜水同好会 

理事 添田昌孝 ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄ゙ ｺﾞﾙﾌ連盟 

理事 寺居一雄 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 

監事 杉山昭三 ｲﾝﾃ ｨ゙ｱｶ協会 

   

新新規規事事業業のの展展開開ににつついいてて  

平成 16 年度では、市民が健康・体力
づくりを推進し、健康で明るい豊かな市

民生活を築くために、レクリエーション
活動の一層の普及・振興を図ることを目
的にした新規事業への助成を行います。 
 事業を行う団体は必要書類を提出し
てください。 
 

    委 員 会 案 内 

総務委員会 
 委員長  山田政一 
 副委員長 岩崎裕子 
企画委員会 
 委員長  鈴木花子 
 副委員長 池田和夫 
財務委員会 
 委員長  内山光三 
 副委員長 酒巻煕美 
広報委員会 
 委員長  代田幸子 
 副委員長 矢作 清 
  
＜編集後記＞ 
 １６年度から速報性のある紙面にし、

年３回程の発行を考えています。 
タイトルもホームページとの関係で

変えてみました。 
皆さん原稿を下記までお送りくださ

い。なおメールに案内等を添付していた

だくと編集がスムーズにいきますので
宜しくお願いします。 
〒330-0835 大宮区北袋町2-487 
TEL/FAX 644-5148 
E-mail venus-s.s@k8.dion.ne.jp 
    代田幸子 
《編集担当》 
渡邊廣次、代田幸子、矢作 清、 
柳澤光行、添田昌孝 
 
 
 


