
東 御 市 

様式１（行政情報提供シート） 

                           【発信：東御市企画振興課】 

 

施行 ： ＦＡＸ ・ メールＢＯＸ           令和４年５月 20日 

報道機関 各位 

東御市からのお知らせ 

タイトル チャレンジデー2022 

日  時 ５月 25日(水)  別紙イベント情報のとおり 

場  所 東御市 各所にて  送信枚数 3 枚(本書含む) 

【内容】 

 チャレンジデーは、15分間以上、継続して運動やスポーツを行った住民の参加率 

を同規模人口の自治体と競い合う住民参加型のスポーツイベントです。 

 9回目の参加となる、今回の対戦相手は北海道士別市です。 

 現在 3勝 4敗（2020年は新型コロナのため中止）、負けられない 1戦を迎えるに 

あたり、市民の皆さんに参加していただけるイベントを各種開催します。 

多くの皆さんにご参加をいただき、運動やスポーツに触れることで、健康づくり 

や市内の活性化につなげていきたいと考えております。 

 当日のイベントは別紙をご確認下さい。 

 

【問い合わせ先】 

担当部課： 東御市企画振興部 文化・スポーツ振興課  担当者：佐藤 和歩 

TEL：0268-75-1455 FAX：0268-63-5431 E-mail：sports@city.tomi.nagano.jp 
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当日開催イベント

チャレンジとうみ
15分体操

親子運動
あそび

湯の丸高原
ウォーキング

体育館で
あそぼう！

集合型

ながら
運動

アスリートと
一緒にうちチャレ

日本体育大学
15分体操

ミズノ流
忍者学校

オンライン

詳しいイベント情報はこちらから！

Facebookページ
https://www.facebook.com/
challengeday.tomi

Sany TOMIイベント情報
https://sanytomi.com/event/

チャレンジデーとは？
毎年5月の最終水曜日の午前0時から午後9時まで
の間に、15分間以上継続して運動やスポーツを
行った住民の参加率を同規模の人口の自治体と競
い合う、カナダ発祥の住民参加型のスポーツイベ
ントです。年齢・性別を問わず、日常的なスポー
ツの習慣化や住民の健康増進など、地域の活性化
のきっかけづくりを目的としており、現在、世界
中の約1,000地域で行われている世界規模のイベ
ントです。

どんな運動をしたらいいの？
からだを動かす運動であれば、ス
ポーツのジャンルは問いません。
ボッチャ、なわとび、おにごっこ、
ダンス、ラジオ体操、ウォーキング、
太極拳、エクササイズ、ストレッチ
運動や通勤、買い物、ウォーキング
を兼ねたゴミ拾いもOKです！

報告方法 15分以上の運動をしたら5月25日21：30までに報告しましょう！報告方法は下記のいずれかで

電話 0268-75-1455

FAX 0268-63-5431

専用フォーム
QRコードをスマートフォ
ンで読み込み、フォームに
入力の上、送信してくださ
い。

FAXを送られる方は下記に記入のうえ送信してください
参加区分（いずれかに〇） 参加人数 行った運動（例：ウォーキング、体操、サッカーなど）

１ 個人

２ 団体／団体名:

FAX：0268-63-5431



Main EventMain Event
of the dayof the day

木下 晴稀 Haruki Kinoshita
長野県小布施町出身。
中学3 年からスラックラインを
始め、2014 年スラックライン
メーカー・ギボンジャパンとプロ
契約。2016年X-games( アメリカ)
 で初代チャンピオンに。
現在は、レッドブルとプロ契約し
レッドブルアスリートとして国内外
で活躍。

長野県でスラックラインと言えば小布施町
が有名。その立役者の一人、木下晴稀選手
が東御市のチャレンジデーを盛り上げに
来る‼
１日限りのスラックラインパークが
東御中央公園芝生広場に出現！？
スラックラインやスラックレールなどの体験だけ
でなく、チャンピオンのパフォーマンスも見られます！
チャレンジデー当日の16:00以降は東御中央公園へ
大人も子供も集合！

【場所】
東御中央公園芝生広場

【予定】
16：00～　体験
18：30～　パフォーマンス

チャレンジデー
当日は特別に体

育館を開放しま
す‼

体育館で自由に
遊びたいと思っ

た事ないですか
？？チャレンジ

デー当日はそれ
が叶います。

東御中央公園第
一体育館で「記

録にチャレンジ
」やボッチャ、自

由あそびが出来
る！

チャレンジデー
当日は特別に体

育館を開放しま
す‼

体育館で自由に
遊びたいと思っ

た事ないですか
？？チャレンジ

デー当日はそれ
が叶います。

東御中央公園第
一体育館で「記

録にチャレンジ
」やボッチャ、自

由あそびが出来
る！

【場所】
東御中央公園第一体育館

【予定】
16：00～20：00
体育館であそぼう！

毎年恒例の親子運動
あそび。今年は一味
違う！？

チャレンジデーの湯の丸高原
ウォーキングが復活！心地の良い、
高原を一緒にウォーキング！

主　　　催　チャレンジデー東御市実行委員会・笹川スポーツ財団
問い合わせ　企画振興部 文化・スポーツ振興課
　　　　　　スポーツ係(0268-75-1455)



専用フォーム
QRコードをスマートフォンで読み込み、
フォームに入力の上、送信してください。

TEL　0268-75-1455
FAX　0268-63-5431

参加人数・行った運動を
ご報告ください。

10：00～ 親子運動あそび 10：00～ 湯の丸高原ウォーキング 14：30～ ミズノ流忍者学校
身体教育医学研究所の
渡邉 真也氏による親子
運動あそび。
毎年、好評のイベント。
今年は開催場所が変更。

【時間】　10：00～10：45
【定員】　20組（事前予約制）
【場所】　(一社)Sany TOMIクラブハウス
　　　　（東御市大日向319）
【講師】　(公財)身体教育医学研究所
　　　　渡邉　真也　氏
【問い合わせ・お申込み】
東部子育て支援センター　0268-64-5814

３年ぶりにチャレンジデー湯の丸高原ウォーキング
が復活しました！
５月の心地よい高原の空気を吸いながら、みんなで
楽しくウォーキングをしましょう！

【時間】　10：00～11：00（現地集合・解散）
【場所】　湯の丸高原ビジターセンター前
【講師】　(公財)身体教育医学研究所
　　　　半田　秀一　氏
【問い合わせ】
身体教育医学研究所
0268-61-6148

スポーツウェアで有名なミズノのプレイリーダーが
オンラインで忍者修行を教えてくれる！？
心も体も忍者になりきって、さまざまな修行に挑戦！
市内の全ての児童館で参加
ができます。
チャレンジデーはみんなで
忍者になろう‼

【時間】　14：30～15：15
【場所】　市内児童館
【講師】　ミズノ
　　　　プレイリーダー
【問い合わせ】
東御市スポーツ係　0268-75-1455

16：00～

東御中央公園
芝生
広場

第一
体育館

１日限りのスラック
ラインパークが東御
中央公園芝生広場に
出現！
初めてでも大丈夫。
スラックレールや
スラックラックといっ
た練習用のアイテムもあるので、誰でも無理
なく楽しめます。最後には木下選手のSpecial
パフォーマンスが見られます！
是非、ご来場ください‼
【時間】　16：00～18：15　体験
　　　　18：30～　　　   パフォーマンス
【場所】　東御中央公園芝生広場

【講師】 木下晴稀
　　　　　選手
【問い合わせ】
Sany TOMI
0268-55-3330

東御中央公園第一体育館を開放します！
体育館の中では「ビニール傘玉入れ」などのチーム
でチャレンジブースやみんな大好きボッチャ、ラダー
ゲッターといったユニバーサルスポーツ、お友達や
ご家族、仲間で一緒に楽しむフリースペースもあり
ます。是非、皆さんお誘いあわせの上、ご来場ください！

※内容は変更する場合が
ございます。詳細は、
ホームページなどを
ご確認ください。

【時間】　16：00～20：00
　　　　時間は変更する
　　　　場合がございます。
【場所】　東御中央公園
　　　　第一体育館
★室内履き、お飲み物を
　ご持参ください。

5月25日 16：00～は
東御中央公園に集合‼
5月25日 16：00～は
東御中央公園に集合‼

・体育館であそぼう！と出張スラックラインパークにご来場予定の方は右記QRコードより参加予定人数のご連絡にご協力ください。
・体育館であそぼう！は来場人数によって入場制限をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
・手指消毒やマスクの着用など新型コロナウイルス感染防止対策は各自の責任の基、お願いいたします。
・体調の優れない方はご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

参加予定
人数報告
フォーム

最新イベント情報はこちらをCheck！最新イベント情報はこちらをCheck！
Facebookページ
https://www.facebook.com
/challengeday.tomi

Sany TOMIイベント情報
https://sanytomi.com/event/

報告方法報告方法 15分以上の運動をしたら5月25日21：30までに報告しましょう！
報告方法は下記のいずれかで

チャレンジデーとは？
毎年5月の最終水曜日の午前0時から午後
9時までの間に、15分間以上継続して運動や
スポーツを行った住民の参加率を同規模の
人口の自治体と競い合う、カナダ発祥の住民
参加型のスポーツイベントです。
年齢・性別を問わず、日常的なスポーツの
習慣化や住民の健康増進など、地域の活性化
のきっかけづくりを目的としており、現在、世界
中の約1,000地域で行われている世界規模の
イベントです。

主　　　催　チャレンジデー東御市実行委員会
　　　　　　笹川スポーツ財団
問い合わせ　企画振興部 文化・スポーツ振興課
　　　　　　スポーツ係(0268-75-1455)

どんな運動をしたらいいの？
からだを動かす運動であ
れば、スポーツのジャンル
は問いません。ボッチャ、
なわとび、おにごっこ、
ダンス、ラジオ体操、
ウォーキング、太極拳、
エクササイズ、ストレッチ
運動や通勤、買い物、
ウォーキングを兼ねた
ゴミ拾いもOKです！

力ください。
参加予定
人数報告
フォーム

　催　チャレンジデー東御市実行委員
　　　笹川スポーツ財団

い合わせ　企画振興部 文化・スポーツ振興
　　　スポーツ係(0268-75-1455)
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