
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「テニスの日」２０２２年度 個別イベント 各賞表彰 
 

 

★個別イベント大賞    （チャーム 100個 贈呈） 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（11会場） 

「FUNテニス！オールメガロスでテニスを盛り上げよう！テニスの日月間」 

 

全店舗でテニスの日月間を開催。また大きく 2つのテーマを掲げ、 

①地域×メガロスの繋がり 

   →テニス普及活動・無料のテニスイベントを実施しました。 

②ゲスト×キャストの繋がり 

   →全店ボレーボレー（目標回数 91万回 ※2013年度実績 90万回）全店で   

    力を合わせ、ボレーボレーの目標回数を目指しました。 

（本社の社員も朝礼でボレーボレーを行う→テニス社員以外も実際にボレーボレーを行

い、各店舗のスイミングやフィットネスエリアのゲストにも広めていき、テニスの認知を高

めることができました） 

有料イベントのほかに無料イベント（テニスでボール運動を楽しもう）、テニス体験会を行

い６００名の方にテニスに参加していただくことができました。テニスを始める方も増え、

普及につながったかと思います。また、汗だくになりながらコートを走る子どもたちをみ

て参加者の保護者様にテニスってこんなに簡単に、夢中になれるんですねとお声をい

ただきました。テニスコートで的当てや縁日のようなイベントも行い、テニスの認知につながったと思います。 

 

 

 

◆個別イベント優秀賞 （チャーム 30 個 贈呈） 

Golf Tennis ZONE Hesaka   

「揃えよう！ZONE ビンゴ・描こう！未来のラケット」 

 

イベントタイトルは、「揃えよう！ZONEビンゴ・描こう！未来のラケット」です。 

『いつものテニスにちょっとした非日常感を』をコンセプトに、一般クラスは施設にある設

備を利用したり、レッスン中に的へボールを当てるなどのミッションをこなすことで「ビンゴ」

のマス目を埋めることが出来るようにしました。３×３のマス目を縦・横・斜めで 2列以上

揃えることが出来たら完成。 

完成したビンゴカードと引き換えにクジを引くことが出来、当たるとテニスの日のチャーム

をプレゼントする。という内容にしました。 

アピールポイントとしては、日常の風景となってしまって気にしなくなった施設の設備やそ

の感染予防、感染対策を改めて目にしてもらうきっかけになるということ。 

そして通常のレッスンを進めていけばビンゴが少しずつ揃っていくため、感染対策を必要

以上にしなくても、お客様への不安感を軽減することが出来ました。 

 ジュニアクラスは白抜きのテニスラケットが描かれた用紙を事前に渡し、各家庭で自分

の好きなデザインを描いたり、欲しい機能を考えて描いてもらいました。描けたものと引

き換えにクジを引くことが出来、当たるとテニスの日のチャームをプレゼントする。という

内容です。 

各家庭で行えるので、子供たち同士の接触がなくイベントとしての感染対策になりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆個別イベント優秀賞  （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」 

 

「テニスが初めての方から経験者まで！子供から大人まで！家族や友達、もちろんお

1人でも！」をコンセプトに半日イベントを行いました。 

ホームページや屋外看板などで内容を公開し、近隣住民や近隣幼稚園・保育園にチ

ラシを配布しました。 

当日は、ジュニアゲーム練習会を行い、たくさん勝った子には賞品も用意しました。大

人の中級レベル以上はアウトコートにて親睦テニスを行いました。コーチ総出でクラブ

会員向けにラリーをした後、スクール生とクラブ会員でペアを組み替えながらゲーム

をし、普段とは異なる方とテニスができる特別な時間になったと満足して頂けました。 

インドアコートでは、大人の初級の方を対象に普段のレッスンとは違うコートとコーチ

が大人の練習会を行いました。初めての方向けには初心者テニス教室を案内し、ラ

ケットの握り方から丁寧にコーチが教えてテニスを始めるきっかけにしました。一番人

気の親子レッスンは、ボールを使って遊んでもらい家族でテニスをする楽しさを感じて

いただきました。大人の練習会・親子レッスンのあとは、コーチとラリーができるコート

にして最後のひと時まで楽しんで頂きました。 

家族やお友達で自由にテニスが出来るミニコートを設置したり、オリジナルデザイン

の的当て、ミニラケット作り・テニピン・射的・わなげ・身体のゆがみチェックを用意し、

テニス以外にも楽しめる要素を作りました。感染対策としては、受付時にマスクの着

用確認・検温・消毒を行いました。また、館内やコートは常に窓を開けて換気をし、消

毒液を多数設置していつでも手指消毒ができるようにしました。館内階段の導線は一

方通行にし混雑を防ぎました。 

テニスの普及・発展に繋がっていると実感することのできるイベントになりました。 

 

 

 

 

◆個別イベント優秀賞  （チャーム 30 個 贈呈） 

テニスクラブ大井ファミリー 「大井ファミリーフェスティバル」 

 

テニス＆お祭りイベント「大井家族祭り」の様子を動画に纏めています。  

初めての方にもテニスを楽しんでいただけるよう、1面では「テニス無料体験会」を行

い、隣の 1面ではアトラクションとして「コーチに挑戦！」や「ターゲットテニス」を実施し

ました。子どもたちが一生懸命挑戦する姿が印象的でした。  

同時に「お祭り」として「だがしやさん」「射的」「わなげ」「ヨーヨー釣り」「スーパーボー

ルすくい」「わたがし」などもコート横のベンチがある場所で開催しました。 

テニスをしなくてもお祭りだけの参加も OK とし、小さなお子様から親御様まで幅広い

年齢層の方にお楽しみいただけました。 

どなたでもご来場可能なテニスとお祭りイベントで近隣から多くの方々にご来場いた

だき、朝から夕方まで大盛況の楽しいイベントとなりました。 

 今回はお知り合いの方がキッチンカーを出店してくださり、お祭りの雰囲気をさらに

盛り上げるとともに地域活性化にも寄与するイベントになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

○個別イベント特別賞 （チャーム 20 個 贈呈） 

レックインドアテニススクール上石神井  

「目指せ 3分達成！全国一斉ボレーボレー大会」 

 

通常レッスン時間に全会員、コーチスタッフも入って基本ルール、また小さいお子さんはオ

リジナルルールによるボレーボレーを実施しました。 

基本ルールでの参加者組数は 556ペア。三段ペアが 29ペア誕生しています。 

オリジナルルールの参加者組数は 119ペア。幼稚園生が風船ボレーボレー、小学校低学

年はセルフボレーボレーを行いました。毎年ボレーボレーは実施して、お客様も楽しく参

加頂いております。 

 

 

 

 

 

○個別イベント特別賞  （チャーム 20 個 贈呈） 

三条市テニス協会  

「『テニスの日』テニス祭り」 

 

テニス愛好者、テニスをやってみたい人、子供から年配者まで一日楽しくテニスに触れあっ

ていただきました。 

 ジュニアと大人に分かれて基本的なレッスン、ストラックアウトや的当て、ボレーボレー、試

合形式練習を一通り行いました。 

ストラックアウトや的当ての賞品は季節の果物。 

１００円でメロンやぶどうをゲット！（はずれた方への参加賞もあり） 

当日は朝から小雨が降る中、２５名ほどの方にお集まりいただくことができました。例年よ

りは少なかったのですが、逆に丁寧なレッスンを行うことができました。 

アンケートをいただきましたところ、皆様楽しんでくださったようで、来年も是非やって欲しい

とのご要望もいただいておりますテニスの日を通じて少しでもテニス人口を増やしていける

ように、協会員の皆で一致団結し、続けていこうと思います。 

 

 

○個別イベント特別賞  （チャーム 20 個 贈呈） 

T1 インドアテニススクール 

「9月 23 日テニスの日！イベント」 

 

「楽しむ」ということと「つながり」をコンセプトに、インドアコートとアウトドアコートでイベントを

企画しました。 

 いずれのイベントも参加者数を限定して、換気、消毒、プレイ中以外のマスク着用など感染

対策に留意しました。インドアコートでは、レベル別にゲーム練習会を企画。普段レッスンの

中では多く時間のとれないゲームを楽しんでもらうことを第一に、タイブレークマッチを行い

ました。コーチによる球出しでウォーミングアップ、また 200万人ボレーボレーにチャレンジを

行い、各レベル、クラス別に進め方も工夫し、始まる前にそれぞれの課題や目標を明記した

上での振り返りを行ってもらったり、初級クラスでは、ゲームに初めてチャレンジする方にも

楽しんでもらえるよう丁寧な説明と指導を心掛けました。いつものレッスンとは違った一体感

と楽しさが感じてもらえました。アウトドアコートでは、「コーチとガチ錬しよう！」企画。コーチ

同士で練習しているガチな雰囲気の中に、スクール生の方に入ってもらい、思いっきりテニ

スを楽しんでもらいました。コーチも本気で、部活のような楽しさがあり、小学生や中学生も

参加し、各年代の方が一緒にテニスをできたことも大変好評でした。スクール生の方に楽し

んでもらうことはもちろん、コーチ達も楽しむ。そして、みんながテニスでつながる。私たちが、

このテニスの日に目指したコンセプトは達成できたと思います。アンケート結果も大変好評

でした。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

◆個別イベント特別賞  （チャーム 20 個 贈呈） 

テニスアリーナガーデン  「テニスの日記念 1 分間ボレーボレーチャレンジ」 

 

１分間で何回ボレーボレーが出来るか、途中で途切れても数を足していくオリジナルルール

で行いました。テニスの日をスクール全体で盛り上げるには、なるべく多くの方にイベントに参

加していただくことが必要と思い、レッスン中に行うことを今回選びました。 

初心者クラス部門、初級クラス部門など、レベル別に行い、各上位5ペアに賞状＋賞品をプレ

ゼントし、表彰しました。 

たくさん回数がいったペアには、測定後大きなみんなからの拍手や、途中で数を忘れたペア

同士で、大爆笑が起きたり、コロナ禍でイベントが出来ない中で、久々に楽しい雰囲気がスク

ール全体で溢れました。 

写真や動画は、断られる方もいたので、撮影しておりません。イベント期間前に、コーチがチ

ャレンジした動画をインスタに載せて、イベント告知を行いました。 

 

 

 

 

◆個別イベント特別賞  （チャーム 20 個 贈呈） 

安来テニス協会  「第 23回チャオテニス」 

 

今年もテニスの日に合わせてチャオテニスを開催。U11男女、U13男女、グリーンボール、レッ

ドボールトーナメントの他、ターゲットテニスや 200万人ボレーボレーイベントを開催しました。  

朝からの降雨により会場及びスケジュール変更をしましたが、協会 HPやメール等により参加

者に案内する事が出来ました。 

ここ数年子ども達のテニス人口も減少気味である当地域で、公式戦大会とは違い、子ども達

に唯一とても喜んでもらえるイベントなので、景品や参加賞で予算確保が困難ですが、テニス

の日イベントとしても継続していきたいと思っています。 

 

 

 

 

◆個別イベント特別賞  （チャーム 20 個 贈呈） 

テニスゼロ和光  「With コロナテニスを通じて喜びを」 

 

・埼玉県テニス協会公認大会ゼロオープン夏 7/18 

・SKT ミックスダブルス団体戦 9/19 

・ジュニアトーナメント 『ゆめチャレカップ～くりひろいの章～』9/23 

テニスゼロ和光では、9/23（金・祝）だけを『テニスの日』と感がるのではなく、With コロナの時

代に合って、『テニスを通して』イベントにご参加いただいた皆様のみならず、多くの方に身近

にテニスがあることで、日々の生活に活力を取り戻し、喜びを導き出したいと思いこの期間の

イベントを企画いたしました。イベント開催時は、検温、手指除菌、3密対策徹底、集合写真な

し等の感染予防対策を行いましたが、ご参加の皆様のご理解ご協力のもと無事に開催する事

が出来ました。一部雨天により、早期に終了した内容もございましたが、そんな中でも皆様

口々に『テニスがあって良かった！』と仰っていただいたことで、イベントを開催して本当に良か

ったと感じた次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◆個別イベント特別賞  （チャーム 20 個 贈呈） 

テニススクェア富士見台 「親睦団体戦」  

        

いつものテニス仲間と楽しくテニス！ 

これを合言葉に、勝敗よりも、仲間と楽しく！をテーマにイベント等を 

和気あいあいと開催しました。 

 

 

 

◆個別イベント特別賞  (チャーム 20 個 贈呈) 

柏の葉インドアテニススクール  「KIT テニス祭り！～今年も縁日スタイル～」         

昨年からテニスの日のイベント内容を縁日スタイルにして気軽にテニスに触れられる機

会を設けようという事と、9/23だけはテニスが出来ることへの感謝をする日というコンセ

プトでイベントを考案しました。 

１ 昨年よりも難易度を下げて、クリア出来る方が増えるようにしました 
２ ラケットを持ったことのないお子様でも出来るコーナーを増やしました。 

（ラケットを使うコーナーは 5 ヵ所中 2 ヵ所） 
３ お手伝いスタッフとして、元ジュニア卒業生にも来てもらい、ちょっとした職業体験も 

兼ねました 
４ 昨年は 5時間ぶっ通しだったので、今年は昼休みを設けてスタッフで一緒にお弁当を  

食べました。（もちろん、間隔を空けて室外で食べました） 
５ 昨年同様になりますが、目玉商品として「特大うまい棒」を出しました。 
 
 
 

◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

コスモテニスカレッヂ ベアーズテニスクラブ「綿貫敬介プロ テニスクリニック」 

 

綿貫プロによるスクール生とのゲーム、個人レッスン等を行っていただき皆さんに 

大変満足していただけました。 

参加者の反応は良かったと思います。 

また来年もあれば参加したいとの事でした。 

ただ、せっかくなので、スクール生だけでなく、外部の方々にも参加していただけるよう 

考えていきたいと思います。 

 

 

◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

テニスコア春日部 「テニス＆サッカーコラボ祭り」 

 

いくつも企画をそれぞれのアトラクションにわけて開催しました。 

元々、分けて開催していたのでソーシャルディスタンスも取れ、今の 

時代にあった方法になりました。 

里親会は、都合で中止になりましたがチャリティグッズ販売やフットサルのアウトレット販売

を行い色々な世界が広がったものになりました。 

 

今年は、連休にかさなり参加者が過去にないほど少なかったので、延長線上として 10月末

にお祭りを開催し、楽しんでいただきます。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

TOP インドアステージ横浜コットンハーバー  「Volley Volloey Challenge 420,000 回」 

 

VIP・TOPグループ全校（10店舗）の会員様でボレーボレーの回数 42万回を目指してイベント

を実施いたしました。スクールのレッスン中に実施いたしました。目的は当スクールの会員様で

あっても「テニスの日」を知らない方々が数多くいらっしゃいます。まずは当スクールに通ってい

ただいている方、全員に「テニスの日」を知っていただくこと、そして一緒に盛り上げていくことで

す。 

昨年の回数は 40万 1回と過去最高であった為、今年はさらに高い目標を掲げました。 

今年の結果は 38万 4397回でした。残念ながら目標には届きませんでしたが、「テニスの日」

の周知は勿論のこと、会員様同士でペアを組みボレーボレーをすることにより、「テニスの日」

を盛り上げることができたと思います。 

 

 

◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

株式会社ツカダプランニング  「みんなで取り組む“STPDｓ”」 

 

 持続可能な開発目標（SDGs）とは、貧困、不平等・格差、気候変動による影響など、世界の 

さまざまな問題を根本的に解決し、すべての人たちにとってより良い世界をつくるために設定 

された、世界共通の 17の目標です。 

私たちが日々スポーツやカルチャーを楽しめること、ご飯を食べて元気に生きていけることは

地球環境や資源が守られているからこその状態です。  

将来の世代にこの世界を「持続」させ、世代を超えたすべての国・地域の人々が誰一人取り 

残されず尊重される社会を目指して、ツカダプランニングは会社として、個人として取り組め 

ることを考え、実践していきます。その名も、”STPGs(Sustainable Tsukada Planning Goals)” 

スタッフみんなでアイディアを出し合い、今すぐ、できることから一つ一つ 

実践しています。 作成した動画には 17の目標に対する具体的な活動内容を纏めさせていた

だきました。ツカダプランニングが考える”SDGs”のあり方や、テニス業界、スポーツ業界で 

より身近なものになるようにと想いを込めて作成しました。 

 

 

◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

NPO法人デフテニスジャパン  「デフ Jrテニス教室＆デフテニスジャパン」 

デフジュニアテニス教室は聴覚障がいを持つ子どもたちを対象した教室であり、一般のスク
ールでは聴こえないことによるコミュニケーション問題があり、それを解決する為にデフジュニ
アテニス教室では、手話や口話で指導しテニスの楽しさを学びます。 

スタッフはテニス関係者や学校からの学生たちもおり、聴覚障がいに理解を持ち手話を勉強
しています。また、デフテニス体験というイヤーマフと耳栓を装着してテニスを行うという体験
も行っています。体験された方からは「こんなに聞こえないと不安になる」「聞こえない選手は
目で見て判断するのがすごい」など感想をいただいています。  

子どもたちはテニスの楽しさを知り、健常者との交流企画など立てスクールへ通いながら言
葉の壁を無くし、テニス友達やライバルが増える事を願っています。 

 

◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

ウェルラケットクラブ  「親子テニス教室」 

 

今回は、敬老の日も活かし、親子教室を２つに分けて募集しました。 

敬老の日は、おじいちゃん、おばあちゃんと孫、テニスの日は、親子と分散することで、コロ

ナ対策と既存のクラスの生徒から３世代への発展に繋げていきました。 

コートを２面使用し、待機位置にマーカーを置きソーシャルディスタンスを目印にしながら、

親子以外の方との間隔の確保を行いました。各レンタル道具については、消毒、休憩場所

には各家族に椅子を設置致しました。レッスン中は基本マスクの着用、ソーシャルディスタ

ンスの保てる場合に水分補給の案内を事前に行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆個別イベント特別賞   （チャーム 20個  贈呈） 

 ジップテニスアリーナ町田 「ジュニアラリー大会 2022」 

スクール全レベルのジュニア生徒が練習して楽しく挑戦できるように、ショートラリーなども織り交ぜ、 

目標を定め実施しました。 

達成者にはチャーム、アイス、スポーツドリンクから選んでもらいましたがチャームが 1番人気でした。 

前週、前々週などで練習を行い、本番で見事達成となった子たちの表情がとても良かったです。 

年に 1回のジュニアイベントとして今後も行っていきたいと思います。 

 


