
東 御 市 

施行 ： ＦＡＸ ・ メールＢＯＸ          令和４年８月 15日 

報道機関 各位 

東御市からのお知らせ 

タイトル 

日本体育大学体操部による市内小中学校指導と 

TOMI Special演技発表会実施について 

日  時 
小中学校指導：８月 31 日（水）9:30～12:30 

９月１日（木）17:30～20:30（２部制） 

場  所 東御市第一体育館 送信枚数 ６枚 

【内容】 

 日本体育大学体操部が３年ぶりに東御市で夏季合宿を行います。 

 組立体操や体つくり運動に関する指導や演技披露を市内小中学校で行って 

いただきます。 

 また、合宿の集大成として部員 100名による交流会及び演技発表を 

第一体育館で披露いただきます。 

今年度は２部制で密を避けながら感染対策を徹底して実施いたします。 

記 

１ 日体大学生による指導 

・日時・場所 ８月 31日（水）９：00～12：30 

東御市立田中小学校、滋野小学校、祢津小学校、和小学校、 

       北御牧小学校、東部中学校、北御牧中学校 

・内   容 日体大体操部約２０名による演技発表・指導と児童との交流 

         ※詳細については担当までお問い合わせください。 

２ TOMI Special演技発表会 

・日   時 ９月１日（木）   

・ 交 流 会 17:30～17:50、１部  18:00～19：00、２部 19:30～20:30 

・内   容 日体大体操部によるダイナミックな演技披露 

 



東 御 市 

 

 

 

※１いずれのイベントについても新型コロナウイルスの感染状況により、 

中止となる場合がございます。 

※２取材を希望の方は文化・スポーツ振興課へ必ずご一報ください。 

 

担当課：東御市役所 文化・スポーツ振興課 スポーツ係 鈴木 

℡ 0268-75-1455  Fａx0268-63-5431   



日本体育大学体操部

TOMI Special ����

演技発表会

交流会　��:�� ～ ��:��
第一部　��:�� ～ ��:��
第二部　��:�� ～ ��:��

� 年ぶりに日本体育大学体操部の元気なお兄さん
お姉さんが東御市にやってくる‼
みんな楽しい交流会と大好評の Special
演技発表会を開催！
感染対策として人数制限をさせていた
だきますが、なるべく沢山の方に
演技を見ていただきたいと今年
の演技発表会は �部制です。
お兄さん、お姉さんと遊び
に圧巻の演技を観に

�月 �日は
東御中央公園
第一体育館へ‼

場　所　東御中央公園
　　　　第一体育館
参加費　無料

主催：東御市
協力：( 公財 ) 身体教育医学研究所
　　　( 一社 )Sany TOMI

【事務局】東御市企画振興部
　　　　  文化スポーツ振興課スポーツ係
　　　　　　　mail：info@sanytomi.com
　　　　　　　電話：����-��-����
　　　　　　　　　　〔平日：� 時から �� 時〕 【申込条件】

・東御市在住、在勤の方
・Web申込ができる方
・�組�名以内かつ、高校生以下の
  方が１名以上いる

お申込みについては
裏面へ



日本体育大学体操部 TOMI Special2022 演技発表会

場 所 東御市中央公園第一体育館※駐車場は中央公園の駐車場をご利用ください。

参 加 費 無料

募集期間 募集期間 8/1（月）9:00～8/25（木）17:00 ※先着順。満席になり次第終了

そ の 他 • 新型コロナウイルス感染症防止の為、入場人数を制限して開催をいたします。
• 感染拡大に伴い、やむを得ず中止や変更となる場合が予めご了承ください。中止や変更のご案内は申込時
にご登録いただきましたメールアドレスにメールをいたします。必ず、ご来場前にメールのご確認をお願
いいたします。

• マスクの着用及び受付時の手指消毒をお願いいたします。
• 交流会は熱中症対策の為、参加者及び日体大体操部の皆さんはマスクを外していただきます。予めご了承
ください。

• 体育館内での換気を徹底いたします。
• 演技発表会終了後、ご利用されました座席のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。

電話：0268－75－1455＜平日 9時～17時＞
Mail：info@sanytomi.com

【問い合わせ】 文化・スポーツ振興課スポーツ係

募集条件 東御市在住・在勤の方・ Web申込ができる方
１組３名以内かつ、高校生以下の方が１名以上いる

期 日 2022年9月1日（木）
交流会＆演技発表会～第一部 17:30～19:00（受付開始 17:00）

演技発表会～第二部 19:30～20:30（受付開始 19:15）

申込方法

[注意事項]
• お電話で受付はお受けいたしかねます。上記専用Webフォームでのお申し込みをお願いいたします。
• Webフォームでメールアドレスを伺います。万が一の中止や変更の案内はメールでさせていただき
ます。確認のできるメールアドレスのご登録をお願いいたします。

• お申し込み完了後、自動返信メールがご登録のメールアドレスに届きます。そちらに記載されてお
ります受付番号を受付時にお伺いします。必ずご確認の程、お願いいたします。

• 迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、確認メールが受信されますよう、
【@form.run】 および【＠sanytomi.com】の登録をお願い致します。ドメイン登録の設定をさ
れていない場合、確認メールが届かないことがあります。

交流会と第一部又は第一部のみにお申
込みの方はこちらのWebフォームよりお申
込みください。

QRコードをスマートフォンで
読み込む又は
https://form.run/202201-
nittai-tomi

★定員：54組（1組3名まで）

第二部にお申込みの方はこちらのWeb
フォームよりお申込みください。

QRコードをスマートフォンで
読み込む又は
https://form.run/202202-
nittai-tomi

★定員：54組（1組3名まで）

対象･内容 【交流会】対象：小学生以下
体育館で体操部の元気なお兄さん、お姉さんと
一緒に体を動かして遊べる時間です！
※小学生以下のお子様のみの入場となります。
中学生以上の方は観覧席よりご観覧いただけます。

【演技発表会（第一部・第二部）】
対象：募集条件に合う方ならどなたでも
約100名で作り上げる集団美を是非、ご覧くだ
さい。
※第一部、第二部ともに内容は同じになります。



昼食 昼食 昼食

18:00~19:00①演技

夕食・入浴 夕食・入浴 夕食・入浴

移動
（東京から東御）

休養村着

練習
（第一体育館）

練習
（第一体育館）

練習
（第一体育館）

練習
（第一体育館）

日本体育大学体操部会合宿　動向表（220804時点）

朝食・準備 朝食・準備 朝食・準備

20:30 ~21:00退場・片付け

21:00 休養村へ移動

21:30 夕食・入浴

宿泊 宿泊 宿泊

19:30~20：30②演技

18:30

19:00 ~19:30入退場

19:30

20:00

17:00 17:00受付開始

17:30 17:30交流会スタート

18:00 休養村へ移動 休養村へ移動 休養村へ移動

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

体育館へ移動

13:00 昼食

13:30

14:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

体育館へ移動 体育館へ移動

9:00

9:30

10:00 練習
（第一体育館）

小中学校指導
６チーム

練習
（第一体育館）

7:00

7:30

8:00

8:30 体育館へ移動

8月29日 8月30日 2022/8/31 9月1日

体操部動向 体操部動向 体操部動向 体操部動向



（令和４年度）日本体育大学　体操部　教育現場スケジュール

中学校 対象学年 指導内容 人数 日課 田中小学校 対象学年 指導内容 人数 日課

１時間目 （北中）３年１組 実技披露＋実技指導 20 8:45~9:35 １時間目 全校 演技披露 485  8:50～9:35

２時間目 （北中）３年２組 実技披露＋実技指導 22 9:45~10:35 ２時間目 ２学年指導 実技指導 75  9:40～10:25

３時間目 ～移動～ ３時間目 ４学年指導 実技指導 90 10:50～11:35

４時間目 (東中）全校 演技披露zoom 673 11:50~12:40 ４時間目 ５学年指導 実技指導 85 11:40～12:25

滋野小学校 対象学年 指導内容 人数 日課 祢津小学校 対象学年 指導内容 人数 日課

１時間目 ２年生 マット運動（遊び） 54  8:50～ 9:35 １時間目 １年，２年 体ほぐし 楽しく走る運動 1年48人2年45人  8:50～ 9:35

２時間目 １年生 マット運動（遊び） 36  9:40～10:25 ２時間目 ６年 マット運動 技を美しく見せるコツ アクロバット技でわかせてほしい 44人 9:40～10:25

３時間目 ３年生 マット運動 35 10:50～11:35 ３時間目 ４年 マット運動の指導 演技を見たい 42人 10:50～11:35

４時間目 ６年生 集団行動 43 11:40～12:25 ４時間目 ３年 鉄棒・鉄棒の技いろいろ（雨天時は室内マット希望） 56人 11:40～12:25

和小学校 対象学年 指導内容 人数 日課 北御牧小学校 対象学年 指導内容 人数 日課

１時間目 全校 演技披露 369 8:50-9:35 １時間目 全校 演技披露 214  8:55～9:40

２時間目 ４学年指導 実技指導 67 9:40-10:25 ２時間目 ５学年指導 実技指導 46  9:45～10:30

３時間目 ５学年指導 実技指導 58 10:50-11:35 ３時間目 ４学年指導 実技指導 26 10:55～11:40

４時間目 ６学年指導 実技指導 59 11:40-12:25 ４時間目 ３学年指導 マット運動の実技指導 28 11:45～12:30

備考

１） 各学校には、8:00-15分の間に到着します。到着後、音響の確認、使用する教材備品の確認をし、ウォーミングアップに入ります。

（北中）

・前半（１，２校時）の３年生に指導していただけるとありがたい。

・実技指導の中で、体幹指導をしていただけるとありがたい。

（東中）

演舞を見せていただき、生徒からの質問を受けていただくような形で1時間をお願いしたいです。

1つの学年が体育館で目の前で見せていただき、他学年はTV中継をみる形を考えています。

要望等　　※暑さの様子で，短縮などを相談する場合があります。

・２年生：体ほぐし，様々な動きを含むゲーム的な活動などお願いしたい。

・４年生：マット（床）運動を中心に。

・５年生：来年度の組体操に向けて，倒立や肩車などバランスと力技の基本を，ビシビシとご指導いただきたい。

要望等

・１年生にとっては、初めてのマット運動になるため、遊びながら楽しくできる活動を教えてください。

・６年生では、集団行動の演技披露と簡単な集団行動の指導をお願いします（可能なら斜め交差の行進を教えて欲しいです）。

・体育館での学習を予定しています。

要望等

・１時間目は１，２年合同でお願いします。

・低学年（1か2年）では、動ける体つくりにつながる動きのバリエーションを紹介してほしい。

・４時間目の鉄棒指導は、校庭でお願いします。雨天時は、マット運動指導をお願いします。

要望等

・当日暑さが予想される場合は、時間の途中で水分補給や時間の短縮などの配慮をとることもありますがよろしくお願いします。

・組立体操の楽しさを味わえる内容の実技指導をお願いします。

要望等

・３年生はマット運動の初歩的な技と体の使い方を取り入れてください。

・４，５年生は初歩の組立体操及び、バランス力、体幹力を普段の体育の授業でつけていくためのメニュー指導を取り入れてください。
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