イベント登録・グッズ注文は公式 WEB サイトから！ http://tennisday.jp

ポスター ・チラシを無料で お 送りします

オフィシャルチャームを購入できます ( 送料無料 )

ポスター (A１)・チラシ (A４) は

2021年のチャームはボール型です。

チャーム購入数に応じた上限範

イエローボールをイメージした、
リアルなデザインはテ

囲内でご希望数を無料でお送り

ニス愛好家にピッタリ。
また、
コネクトリングを増やし、留

します。( 枚数は下記注文方法を
ご参照ください）
チラシ (A4) の裏面は白紙になっ

め具に長さを持たせているのでより着脱が簡単になりま
した。
＊2020年製作のため裏面に2020の刻印が入って
います

ているので、各会場のイベント情

★卸価格

報を印刷し、告知用チラシとして

(参考売価

利用する事も出来ます。

1個270円(税込)
350円）

【チャーム活用例】
・350円で販売し、利益をイベント等に活用
・体験レッスン参加者にプレゼント
・大会、ボレーボレーへの参加賞や景品として

2021 開催グッズのご注文方法
＊イベント登録・注文はテニスの日公式WEBサイトから
www.tennisday.jp

新規登録会場限定の特典！
■「テニスの日」のぼり
＊テニスの日個別イベント新規開催登録に限り、支援グッズとして
「のぼりセット」（ピンク・グリーン）を無料進呈します。
・サイズ：60ｃｍ×180ｃｍ テトロンポンジ染め

■チャーム・ポスター・チラシ
○「チャーム」は買取となります（送料無料）
15 個以上、5 個単位でお申し込みください。
★卸価格：1 個 270 円 ( 参考売価：350 円）

・ポールのご用意はございません。
・のぼりはチャーム購入数に応じた上限範囲内で希望数を無料でお
送りします。※下記の注文数上限をご参照ください

＊物流運賃高騰の影響により、15 個からのご注文をお願いしています。
ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

チャーム購入数

のぼりセット数上限

0個の場合は一律

送付対象外

○ポスター (A1 サイズ）/ チラシ（A4 サイズ）
ポスター・チラシはチャーム購入数に応じた上限範囲内でご希望数を
無料でお送りします。
※下記の無料配布数をご参照ください

ポスター
無料配布数

チラシ
無料配布数

0個の場合は一律

2枚

20枚

15〜45個

〜5枚

〜200枚

50〜95個

〜10枚

〜300枚

100〜195個

〜20枚

〜500枚

200個以上

〜30枚

〜ﾁｬｰﾑ数×10倍

チャーム購入数

指 導 者 資 格 ポ イント取 得 対 象となります！
イベント開催登録会場で当日のコーチや運営などにご協力いただいた（公財）
日本スポーツ協会公認指導者、
（ 公社）日本プロテニス協会認定プロコーチは
次の通りポイント取得が可能です。
＊日本テニス協会登録の指導者は1ポイントの実習ポイント
＊日本プロテニス協会登録のテニス教師は2ポイントの研修ポイント
＊日本プロテニス協会認定プロコーチは2ポイントのJPTAポイント
ポイントの申請方法は、登録団体のJTAもしくはJPTAへご確認ください。

15〜45個

〜1セット

50〜95個

〜2セット

100個以上

〜4セット

■「テニスの日」特大横断幕
＊緑の特大横断幕を新規登録会場には無料で 1 枚お送りします。
・サイズ：90×：480ｃｍ テトロンポンジ染め
・ひも付き

ご登録いただいたイベント情報は随時、テニスの日公式 WEB サイトでご紹介い
たします。イベント開催が難しい場合は、ポスター・チラシの掲示にご協力ください。

テニスの日バナーもご用意しています。皆様の WEB
サイトにリンクバナー掲示のご協力をお願いします。

2020年度テニスの日は全ての活動を休止しました。2019年度の個別イベント各種表彰をご紹介します。

個別イベントの開催登録を受付中です！
今年もテニスの日イベントの開催をご検討中のクラブ・スクールならびに各団体様には、新型コロナ
ウイルス感染拡大予防のガイドラインを遵守し、また、国や地方自治体の判断に従って、安全・安心な
テニスイベントの実施をお願いいたします。
テニスの普及と発展を目指し
「はじめよう！続けよう！もっとテニスを！！」
を
合言葉に、9月23日・秋分の日を
『テニスの日』
に制定し、今年24年目
を迎えます。
この時期には毎年、お子さんからご年配の方まで、
そしてテ
ニス愛好家も未経験者の方も、誰もが楽しめる
「テニスの日」
イベントが
全国各地で開催されています。
テニスの日のイベントは、9月23日前後のご都合の良い日程でご検討く
ださい。
「テニスの日週間」
「テニスの日月間」
としての開催もOK。
「テニス
の日イベント」
としての登録は、公式WEBサイトでも受付けています。

ご登録したイベントは「テニスの日個別イベント」
として、
オリジナルグッズ
の購入やオリジナルイラスト画像の使用などの特典を受けることができ
ます。
【イベント開催内容の例】
・ボレーボレー・コート開放／割引・テニス
クリニック・親睦テニス大会・無料体験レッスン・テニスの日記念トー
ナメント・ラケット試打会・的当て・スピードガンコンテスト・ターゲッ
トテニス・ストリング張替サービス 等

個別イベント大賞
（チャーム100個 贈呈）

（公財）吉田記念テニス研修センター
「かしわスポーツフェスティバル2019」
柏市をホームタウンとするスポーツ選手がお手本となり、
スポーツを通じて子どもたち
（公財）吉田記念テニス研修センター

に夢と希望を伝えるイベント
『かしわスポーツフェスティバル』
を今年も開催いたしまし
た。
今年は天気に翻弄された一日でした! 台風17号が日本海を進み雨の心配がなくな
りホッとしたのもつかの間。穏やかな朝から一変、大型台風のため開会式が始まる前
から南風が強まり、露店のテントの撤収や場所の移動を余儀なくされるなど、今までに
経験のないスポフェスとなりました(><)。
しかし強風にも負けず、3,300名のファミリー
にスポーツ、音楽、
グルメを楽しんでいただけたのは幸いです。ホームタウンチームの
プロ選手に褒められ、その嬉しさを全身で表現している子供たちを、そこここで見るこ

気軽にチャレンジして
「テニスの日」
に参加しよう！

とができました。運営の各スポーツステーションからは、今年も子供たちから沢山の元
気を貰ったとの声が届きました!

テニスの日イベントのメイン企 画！目標 新たに今 年もやります！

『 200万人ボレーボレー』

2019年に参加者100万人を突破したテニスの日名物企画の＜ボレーボレー＞イベントは、
参加者200万人を目標とし2021年も実施します！
ソーシャルディスタンスをキープできるボレーボレーは、10分間ノーミスの達人レベルから、
ワンバウンドOKで続けるオリジナルルールまで、誰でも楽しめるチャレンジ企画です。

①基本ルールで認定にチャレンジ！
＊ノーバウンドで何分間続くかチャレンジ！
「3分＝三段」
「5分＝五段」
「10分=達人」
に認定されるとテニスの日公
式WEBサイトでスクール・クラブ名とお名前を発表いたします！

＜認定ルール＞
※基本ルールの三段・五段・達人はテニスの日公式WEBサイトで
発表します
※表彰状等は公式WEBサイトからダウンロード可能です
※オリジナルルールも下記の認定証をご利用いただけます

②早撃ちボレーボレーにチャレンジ！

100万人ボレーボレー大賞
（チャーム100個 贈呈）

トップインドアステージ多摩
「Volley Volley Challenge REVENGE」

トップインドアステージ多摩

9/17（火）〜 9/23（月）の 期 間 中、
レッスン 内 で ボレ ー ボレ ーを 行 いました。
VIPTOPグループ内（8校）でのボレーボレー合計数が目標数を達成すると、目標に
応じた様々なプレゼントが貰えます。総スクール生、約1万2,000人で、何回ボレーボ
レーができるでしょうか！？
昨年度に引き続き、2度目のチャレンジの成果は？参加してくださった会員の皆さんも
「全校の会員全員でやると、いったい何回になるんだろう？」
と大変興味を持って頂け
ました。結果は、34万5,557回と、最終目標の35万回にわずかに届きませんでした
が、参加者全員が楽しんでできたイベントになりました。
参加者数：延べ12,000名以上

＊クラブ・スクールで決めた時間内に何回ボールを行き来させることがで
きるか、お友だちと競争しながら、楽しみながら挑戦してください！

③オリジナルルールで誰でも楽しくチャレンジ！
＊年令やテニス歴に合わせて実施できるオリジナル企画を推奨していま
す。小さなお子さんや初めてラケットを握る方は、ボールを転がしたりワン
バウンドさせて続けてみたり。相手とボールを打ち合う楽しさを体感させて
あげてください。

◆個別イベント優秀賞 ６会場
（チャーム30個 贈呈）
・シンポウテニスリゾート「シンポウテニス祭り」
・ネオインドアテニススクール西新井「テニスだ！祭りだ！ネオ祭り！」
・宝塚テニスクラブ「第5回パコンでテニス祭り2019 〜令和元年テーマ

令和も

テニスで盛り上がろう☆ 町とコラボ×3 〜」
・べんてんひろば・ITCテニススクール＆ボルダリング「9月23日は『テニスの日』
テニスコートに集まれ〜♪子ども祭り ちびっこ集合！
・リトルプリンステニススクール「リトルプリンス大感謝祭2019 〜あいさつで広
げようリトプリファミリー」

べんてんひろばITCテニススクール&ボルダリング

宝塚テニスクラブ

豊田市テニス協会

新潟市テニス協会

セサミテニススクール向島

安来テニス協会

・安来テニス協会「第20回チャオテニス」

2021年度 個別イベント表彰募集のお知らせ
【個別イベント表彰】
は、
イベント終了後、締め切りまでにご応募いただいたイベントが対象となり、各種表彰に応じ、
チャームが賞品として贈られま
す。表彰応募は個別イベント
【報告フォーム】からご応募いただけます。尚、応募時には写真や動画など、
イベントの様子が分かるものをお送りく
ださい。
また、今年の表彰応募につきましては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守し、感染予防に配慮した上で実施したイベン
トを対象とさせていただきます。

【参考：新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン】
※スポーツ庁
○スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて
https://www.mext.go.jp/sports/b̲menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa̲00021.html
※日本スポーツ協会 ○スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline4̲210215.pdf
※日本テニス協会

○新型コロナウイルス感染症対策移行期間でのステップ別 JTA公式テニストーナメント開催ガイドライン
https://bit.ly/3dQjkNZ

◆個別イベント特別賞 ５会場
（チャーム20個 贈呈）
・新潟市テニス協会・豊田市テニス協会
・株式会社スポーツクリエイト 竹の塚インドアスポーツプラザ
・テニススクェア石神井 ・ITC名谷テニスガーデン
●ボレーボレー特別賞 １会場(チャーム20個
・レックインドアテニススクール上石神井

贈呈）

■個別イベント最優秀新人賞（チャーム30個 贈呈）
・セサミテニススクール向島「大感謝祭inセサミテニススクール向島」
■個別イベント優秀新人賞(チャーム20個
・テニススタジオ川口「テニスタ祭り」
■個別イベント新人賞

贈呈）

６会場(チャーム10個

贈呈）

・アルドールテニスステージ柏の葉キャンパス校
・経堂インドアテニススクール・相模原インドアテニススクール
・MAXインドアテニススクール・ウェルラケットクラブ
・テニススクールシルキーウィンズ

※各受賞会場のイベント詳細はテニスの日公式WEBサイトでご覧になれます

