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

2022テニスの日イベント開催グッズ
ポスターデザインはテニスの日公式ＨＰから
ダウンロードできます

オフィシャルチャームを購入できます(送料無料)
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公式WEBサイトにダウンロード用データ

★卸価格

各サイズをご用意しておりますので、
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活用ください。

2022開催グッズのご注文方法

新規登録会場限定の特典！
■「テニスの日」
のぼり

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
7月中旬より受付を開始します！

＊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
・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

■チャームについて

送りします。※下記の注文数上限をご参照ください

○「チャーム」
は買取となります
（送料無料）
15個以上から、5個単位でお申し込みください。
★卸価格：1個 300円(参考売価：400円）

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

諸経費高騰の影響により、15個からのご注文をお願いして

15 〜 45個

〜 1セット

50 〜 95個

〜 2セット

100個以上

〜 4セット

います。
ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
■ポスター・チラシについて
テニスの日推進協議会では、環境保護の観点からポス
ター・チラシの制作と配布を中止しました。
各団体・各事業者におかれましては、公式WEBサイトの

■「テニスの日」特大横断幕

ダウンロード用データに各サイズをご用意しておりますの

＊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

で、必要に応じてご活用ください。
■のぼり2 色 ( ピンク・グリーン）各 800 円（送料 400 円）
■特大横断幕 ( グリーン）3,000 円（送料 600 円）
※チャームと同時購入の場合は送料無料

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。

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。

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。

「9月23日はテニスの日！」

2021年度 個別イベント各種表彰

個別イベント登録受付は7月中旬スタート
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25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

企 画！
ススメ
お
の
ベント
の日イ
ス
ニ
テ

『 2 0 0 万人ボレーボレー 』

気軽にチャレンジできるオリジナルルールも大歓迎！
「テニスの日」
に参加しよう！
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、
新たに参加者200万人を目標に掲げています。
ソーシャルディスタンスをキープできるボレーボレーイベントは、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！

＜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

＊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！

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

個別イベント大賞
（チャーム100個 贈呈）

シンポウテニスリゾ ート 「シンポウテニスイベント」
コロナ禍で集客がしづらい状況ではありましたが、感染対策

とあって参加者の方には特別な時間として満足していただけ

徹底の声かけもしながら、
HP・Facebook・インスタグラム・

ました。他にも、的当てテニスでアメのプレゼントや、
アンケート

屋外看板で内容を公開し、近隣住民や近隣幼稚園・保育

を帰りに提出していただくと全員にお菓子などのプレゼント、

園にチラシを配布しました。

後日の抽選で豪華賞品のプレゼントを用意したりと、
テニス以

当日の内容としては、大人の中級レベル以上の方はアウト

外でも楽しめる要素を作りました。

コートへご案内し、
コーチやクラブ会員の方との交流で楽し

感染対策は、当日体調が悪い方の来場はご遠慮いただき、

んでいただき、
インドアコートでは親子や家族、初心者の方が

受付時に体調を確認・手指の消毒・検温を行いました。館

安心してゆったり遊べる内容・コート配置にしました。人気の

内・コートは常に窓を開け換気を行いながらイベントを開催

親子レッスンは時間をずらして2コマ行い、
レッスン前後はその

し、館内での移動時はマスク着用の呼びかけ・POPでの注

まま遊べるように隣のコートにミニコートを設置し、
またミニコー

意喚起を徹底し、
コート内でのイベント時もなるべくマスクを

トでは1人で来たお子様や初心者の方は、
コーチが相手をし

着用していただきました。(コーチとのラリー時など、4メートル

て楽しんでいただきました。
フロアではガットで作るミニラケット

以上距離がとれる時の着用は自由としています)消毒液も

作りや、お家で遊べるテニピン作りを行い、小さいお子様も遊

様々な場所に多数設置し、
いつでもどこでも手指消毒が行

べるスペースを用意しました。

えるようにし、試打ラケットや試打シューズなどは使用ごとに

アウトコートでは、大人の経験者の方とメンバー会員向けに

消毒し、順番待ちしている方には、間隔を空けて並んでいた

コーチ総出でラリーのお相手をした後、親睦テニスと称しペア

だくよう声かけを徹底しました。

を組み替えながらゲームを行い、色んなコーチと打ち合える

ボレーボレーを極めたで賞 （チャーム50個 贈呈）

トップインドアステージ多摩 「Volley Volley Challenge REVENGE」
9月16日(木) 〜 22日
（水)の1週間、レッスン内でボレーボレーを行いました。
VIP-TOPグループ11校でのボレー回数の合計が350,000回を達成すると参加者の中から抽選で賞品を贈呈しました。
前回のボレーボレー大会から新たに札幌校、東陽町校、VIP TENNIS ACADEMY校の3校が加わり、
1万5千人を超える生徒数での実施となりました。
結果、目標の35万回を大きく上回り40万１回という記録を打ち立てることができました。
生徒、コーチ全員の力を結集し、大きな目標を達成できたと思います。

②早撃ちボレーボレーにチャレンジ！
＊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

★地域の夢

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！

・テニススクェア石神井「光る絵本展×わくわくまつり」

③オリジナルルールで誰でも楽しくチャレンジ！

★テニスで繋がったで賞（チャーム30個）

＊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

賞（チャーム50個）

・株式会社ツカダプランニング
「テニスで繋がろう」

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

★感謝を伝えたで賞（チャーム30個）

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

・宝塚テニスクラブ「第7回パコンでテニス祭り」

★テニスを盛り上げたで賞（チャーム30個）

あげてください。

・豊田市テニス協会「2021おいでんテニスデー」

●個別イベント特別賞（チャーム20個〜 10個）

2022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、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の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。
（2022年7月現在）

【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/about/tabid1278.html
※日本テニス協会 ○JTA公式テニストーナメント開催ガイドライン
https://www.jta-tennis.or.jp/information/tabid/736/Default.aspx#guidelines

・テニスコア春日部「テニスの日祭りサッカー・テニスコラボ＆里親会」
・テニスクール東京グリーンヒルズ「ボレーボレーステップアップチャレンジ+テニスクイズ」
・三条市テニス協会「テニスの日」テニス祭り
・千歳テニス協会「2021Withコロナ テニスの日」
・安来テニス協会「第22回チャオテニス」
・アルドールテニスステージおゆみ野校「テニスの日イベントみんなでチャレンジ」
・テニスゼロ和光「テニスを通じてみんな元気になろう！」
・テニスラウンジ東郷「親子わいわいダブルス」
・柏の葉インドアテニススクール「KITテニスの日祭り 〜縁日スタイル〜」
・オレンジフィールドインドアテニススクール
「テニスの日 イベント」

●新人賞

(チャーム10個)

・野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 メガロス千種「テニスでボール運動を楽しもう」
・コスモテニスカレッジ ベアーズテニスクラブ「少人数特別レッスン+親睦テニス」
・神足テニスクラブ「テニス無料体験＆ふれあい親子テニス」
・NPO法人デフテニスジャパン
「デフJrテニス教室」

※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

