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実施日
曜

日 事業名 主催者 実施時間 会場 集合場所 集合時間
1.事業参加
2.スタッフ参加

スタッフ参加の
役割内容

参加費 参加条件
実習の
申込期限 受入れ団体　問合せ・申込先

11/3
木・

祝

オクラホマミクサーを踊ろ

う。楽しいフォークダンスを

一緒に踊り体験をしてみませ

んか

東京都
フォークダンス連盟

11：45～15：30
港区スポーツセン

ター第一競技場

港区スポーツセンター

第一競技場
11:30 1,事業参加

一般800円

当日参加

1,000円

学生無料

無 10/29
東京都フォークダンス連盟

TEL　03-3796-7811　FAX　03-3796-7812

11/3 木・祝 さわやかスポレク大会
杉並区スポーツ・レク

リエーション協会
９～１３

ＴACk杉並区上井草

スポーツセンター
玄関内受付 8:45 1.事業参加 ２００円 なし １０/３１

杉並区スポーツ・レクりエーション協会事務局

TEL:０３－５３０５－６１６１

（いざさわ・みつはし）

e-mail: nn10443@jcom.home.ne.jp

11/3 木・祝 さわやかスポレク大会
杉並区スポーツ・レク

リエーション協会
　１３～１７

ＴACk杉並区上井草

スポーツセンター
玄関内受付 12:45 1.事業参加 ２００円 なし １０/３１

杉並区スポーツ・レクりエーション協会事務局

TEL:０３－５３０５－６１６１

 （いざさわ・みつはし）

 e-mail: nn10444@jcom.home.ne.jp

11/3 木・祝 さわやかスポレク大会
杉並区スポーツ・レク

リエーション協会
９～１３

ＴACk杉並区上井草

スポーツセンター
玄関内受付 8:45 2.スタッフ参加 受付・誘導 なし なし １０/３１

杉並区スポーツ・レクりエーション協会事務局

TEL:０３－５３０５－６１６１

 （いざさわ・みつはし）

  e-mail: nn10445@jcom.home.ne.jp

11/3 木・祝 さわやかスポレク大会
杉並区スポーツ・レク

リエーション協会
　１３～１７

ＴACk杉並区上井草

スポーツセンター
玄関内受付 12:45 2.スタッフ参加 受付・誘導 なし なし １０/３１

杉並区スポーツ・レクりエーション協会事務局

TEL:０３－５３０５－６１６１

 （いざさわ・みつはし）

 e-mail: nn10446@jcom.home.ne.jp

11/12 土 都民スポレクふれあい大会
手のひら

健康バレー協会
9:00～15:00 府中市総合体育館 第２体育室入口 9:00

　

どちらでも

1.事業参加

2.スタッフ参加

事業体験・

誘導
500円 無 11/1

手のひら健康バレー協会

           TEL : 042-403-0271    FAX : 042-202-0929

              E-mail : mvc@poem.ocn.ne.jp

11/13 日 都立学校活用促進事業
「ティーボール教室」

主催：（公財）東京都ス
ポーツ文化事業団

主管：NPO法人東京ティー
ボール連盟

13:30～15;30 永福学園校庭 校庭 13:00 ２．スタッフ参加
グランド準備・
受付・審判補
助など

無 無 参加者の人数により〆切あり

NPO法人東京ティーボール連盟(事務局石橋)
    TEL070-1406-1597  FAX03-3266-8022
        E-mail tokyoteeball@yahoo.co.jp

11/19 土
第７４回日比谷街角ウォー

ク

東京都

ウオーキング協会
10:00～13:00 日比谷公園 健康運動広場 10:00 1.事業参加 500円 無 11/11

東京都ウオーキング協会事務局

e-mail : npo.twa@gmail.com

11/19 土
都立学校活用促進事業
「ティーボール教室」

主催：（公財）東京都ス
ポーツ文化事業団

主管：NPO法人東京ティー
ボール連盟

13:30～15;30 永福学園校庭 校庭 13:00 ２．スタッフ参加
グランド準備・
受付・審判補

助など
無 無 参加者の人数により〆切あり

NPO法人東京ティーボール連盟(事務局石橋)
   TEL070-1406-1597  FAX03-3266-8022
        E-mail tokyoteeball@yahoo.co.jp

11/20 日 子どもの遊び広場
東大和市

レクリエーション協会
13:00～16:00 町田市小山白山公園 小山白山公園 13:00

1.事業参加

２．スタッフ参

加

レクスポーツ指

導、絵本読み聞か

せ

無料 無 1週間前

東大和市レクリエーション協会

ＴＥＬ 　090-3903-0736

Ｅ-mai　yamatorec@yahoo.co.jp

11/23 水 スポーツ・フェスティバル
東大和市

レクリエーション協会
10:00～16:00 東大和市民体育館

東大和市民

体育館
9:30

1.事業参加

２．スタッフ参

加

ニュースポー

ツ指導
無料 無 1週間前

東大和市レクリエーション協会

ＴＥＬ 　090-3903-0736

Ｅ-mai　yamatorec@yahoo.co.jp

11/26 土 東大和あそび広場
東大和市

レクリエーション協会
13:00～16:00 東大和市蔵敷公民館 蔵敷公民館 13:00

1.事業参加

２．スタッフ参

加

子ども遊び、

絵本読み聞かせ
無料 無 1週間前

東大和市レクリエーション協会

ＴＥＬ 　090-3903-0736

Ｅ-mai　yamatorec@yahoo.co.jp

11/27 日 調布ウォークラリー

調布市教育委員会／調

布市レクリエーション

研究会

9:30～15:00
調布市

国領こくきた公園

調布市

国領こくきた公園
9:15 1.事業参加 100円 無 無

調布市レクリエーション研究会　事務局　鈴木

E-mail:katsu640107@gmail.com

11/27 日 第７４回井の頭自然ウォーク
東京都

ウオーキング協会
10:00～13:00 井の頭公園 野外ステージ前 10:00 1.事業参加 500円 無 11/18

東京都ウオーキング協会事務局

e-mail : npo.twa@gmail.com

令和４年度　現場実習対象事業（１１月）

現場実習対象事業は新型コロナウイルス感染拡大防止により、開催が

延期または中止になる事があります。

追加

追加

追加

追加

受付終了

一般社団法人東京都レクリエーション協会


