各市町テニス協会 様

２０２２年度

ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ 助成金申請のお願い

福井県テニス協会は、ＪＴＡからの補助金の支給は、凍結されましたが、当協
会
は、重点施策事業と位置づけをしており、３万円/１団体の助成を致します。
これには、
「別紙１」、２０２２年度 ＴＥＮＮＩＳ ＰＬＡＹ＆ＳＴＡＹ 助成金
交付申請書の提出を、お願い致します。
尚、市町テニス協会から申請のあったものについては、実績報告書を精査の上
支給するものと致します。
しめきり：５月２９日(日)
申込先：

福井県テニス協会

普及委員会

委員長

E-mail/tsugio-nakagawa@takezen.co.jp
携帯：０９０-２８３７-１７０７
〒９１０-００３４
福井市菅谷２丁目１６-５

中川次男

各市町テニス協会 様
「２０２２テニスの日共同イベント」助成金申請のお願い

福井県テニス協会は、本年も、テニスの日助成事業として、９万円/３団体の
助成を致します。
別紙、２０２２テニスの日共同イベント助成金申請書の提出を、お願い致しま
す。
尚、申請団体が、３団体を超えた場合は、申請団体数で、均等に配分致しま
す。
しめきり：５月３１日(火)
申込先：

福井県テニス協会

普及委員会

中川次男

E-mail/tsugio-nakagawa@takezen.co.jp
携帯：０９０-２８３７-１７０７
〒９１０-００３４
福井市菅谷２丁目１６-５

２０２２年５月
都道府県テニス協会

テニスの日イベント関係者各位

公益財団法人 日 本 テ ニ ス 協 会
普及推進本部長

西村 覚

普及委員長

樗木 聖

普及委員

飯田 剛

（テニスの日共同イベント担当）

２０２２年「テニスの日」共同イベントについて
謹啓 平素はテニスの日事業へのご理解とご配慮を賜り誠に有難うございます。
皆様のご尽力により、毎年、全国４７都道府県において「テニスの日・共同イベント」の開催
へのご協力を頂いております事、重ねて御礼申し上げます。
一昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の中、普及イベントを謳う「テニスの日」事業につ
いては、誠に残念ながらイベント自粛の判断に拠り全ての活動を休止いたしましたが、昨年は
感染予防への配慮を最優先とした上で、活動を再開いたしました。
感染再拡大の懸念は続いてはおりますが、テニスイベントの開催をご検討中の都道府県協会
様には、是非とも、安全・安心を心掛けながら、テニスの楽しさ面白さを多くの皆様に感じて
いただけるよう、機会を設けていただければと考えております。
地域によって状況は異なると思いますが、運営が可能な都道府県協会様には、今年も 9 月 23
日を中心とした日程での開催ご検討をお願いするとともに、『テニスの日』へのご支援ご協力
につきましても、引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。
この度「共同イベント」に関する要項をご案内させて頂きます。例年同様、47 都道府県一斉
開催をめざしておりますので、是非とも開催いただきたく、登録用紙に必要事項をご記入の上、
メールもしくはＦＡＸにてご返信をお願い申し上げます。

謹白

・添付書類 ＊２０２２年「テニスの日」共同イベント実施要項および詳細連絡
＊共同イベント登録用紙、収支予定・・・返信期日：６月１５日（水）
※

送付資料一式をメールならびに郵送にて各都道府県テニス協会・事務局宛にお送りします。
テニスの日・ご担当者への転送をお願いします。

※

６/１５までに詳細が決まっていない場合でも必ず進捗状況をお知らせください。

ご不明な点につきましては下記事務局までお問い合わせ下さい。
公益財団法人 日本テニス協会 内
テニスの日・共同イベント事務局
電話：03-6812-9273

FAX:03-6812-9275

事務局 E-mail ： info@tennisday.jp

2022 年度『テニスの日』共同イベント

実施要項

今年もテニスの日のキャッチフレーズは『テニス祭り』
。
地域の特性や現状に即したテニスイベントを実施して頂き、
参加者も運営者も、誰もが楽しみながらテニスと触れ合える、
25 年目の「テニスの日」を目指していきます。

■名 称
『テニスの日』共同イベント
※サブタイトルは各県のイベント内容に準じて命名して下さい。

■開催目的
『テニスの日』のイベントを通じて幅広い人々にテニスと接していただき、慣れ親しんでもらうこと
により、健康維持に適した非常に楽しい競技であること、そして、テニスが生涯スポーツとして取り
組めることを理解していただくことを目指しています。
『共同イベント』はそれぞれの地域での中心的
な企画を行い、多数の参加者が得られることで、各地域のテニスの活性化と競技としての発展が望める
イベントとして、各地域にとってより良い成果が得られることを目的とします。

■共同イベント実施内容
１．共同イベントとは・・・
都道府県の日本テニス協会、日本テニス事業協会、日本プロテニス協会、日本女子テニス連盟を
はじめとする【テニスの日推進協議会構成団体】が複数集まり、グループを組織し、力を合わせ
共同で開催する、各都道府県の主なイベントの名称といたします。

２．共同イベントの内容について
・ 共同イベントの実施内容については全国共通のテーマとして、
①「200 万人ボレーボレー」の推進
② キッズテニス、
「TENNIS PLAY&STAY 」の奨励
③JTA 公認カラーボールマッチ「テニス☆スターチャレンジ」開催推奨の 3 項目としています。
出来るだけ多くの方が参加できるイベントを企画いただけますようお願い致します。
また、独自のテーマにつきましても「初めてテニスを経験する人や初心者が参加しやすい企画」
をご検討頂ければ幸いです。
・

実施時期：
『9 月 23 日はテニスの日』の謳い文句に変更はありませんが、各地域のイベント開催に
関しましては、23 日（木・祝）に限らず、その前後の日程も合わせてご検討をお願いいたします。
また可能な限り 9 月の開催をお願いいたします。

※例年は、コート数は原則４面以上で、参加者も 100 人以上で計画していただくようお願いして
・ いますが、今年も新型コロナウイルスの感染対策を最優先課題とし、参加者ならびに関係者の
・ 安全・安心に配慮した運営をお願いいたします。
・
【参 考】
※スポーツ庁
■新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.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【令和 3 年 11 月 15 日更新版】
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html
※日本テニス協会
■コロナウイルス感染症対対策情報について
https://www.jta-tennis.or.jp/information/tabid/736/Default.aspx

【全国共通・推奨テーマ】
（１）テニスの日「200 万人ボレーボレー」の推進
2019 年についに目標の 100 万人を達成したテニスの日名物企画は、ソーシャルディスタンスを確
保しながら行える楽しいゲームです。3 分・5 分・10 分の基本の認定に加え、「早撃ちボレーボレー」
や「1 分間ボレーボレー」
、また、各地域のイベント内容に合わせて、参加者の年令やイベント会場の
現状に即したオリジナル・ルールも奨励しています。
全国のテニスクラブやスクールでも実施される「200 万人ボレーボレー」を当日の企画に取り入れて
いただき、
『テニスの日』がさらに盛り上がるよう、ご協力を宜しくお願い致します。

ボレーボレー推奨ルール
※「大会中やレッスン中に 10 分間使うのはとても無理」、 「初心者には無理」とお考えの会場も多いようです。
ゲーム前のウォーミングアップの代わりに、参加者やイベントに合わせたオリジナル・ルールによる実施も、
是非ご検討ください。

有段式（３分-三段・５分-五段・10 分-達人と認定）

① 基本ルール

協議会に認定者報告頂き、テニスの日公式 WEB サイトに掲載。
※認定証は WEB サイトからダウンロード可能

② 早撃ちボレーボレー
③ オリジナル・ルール

1 分でも 2 分でも OK！「制限時間の中でとにかく回数を競います」
レベルや環境に合わせて時間を競ったり、回数を決めて何分で出来
るか…など、色々なアイデアで、初心者でも誰でもチャレンジ！

（２）キッズテニスの奨励

＜TENNIS PLAY&STAY の実施＞

「一人でも多くのこども達にテニスに触れる機会を作り、楽しんでもらいたい」という目的から、
テニスの日ではキッズテニスの開催をお願いしています。
公益財団法人日本テニス協会はテニス人口 1200 万人を目指し、世界各国で導入されている TENNIS
PLAY＆STAY プログラムを推進しております。TENNIS PLAY & STAY は ITF が推奨するテニス普及プロ
グラムです。これまでの技術指導が中心であった指導法とは異なり、初めてテニスをした日からゲー
ムをし、楽しく刺激的な環境づくりを目指したものです。このプログラムは運動学習の科学的理論に
基づいており、段階的な指導法を用いて効率よくプレーヤーの技術・戦術を向上させるものです。
キッズテニスの開催には「TENNIS PLAY&STAY 」プログラムの実施を必須としてください。
親子等のファミリーテニスの開催でもかまいません。（スポンジボールとの併用でも結構です。）

（３）JTA 公認カラーボールマッチ「テニス☆スターチャレンジ」の推奨
JTA では、体験型 Tennis PLAY&STAY イベントからのテニストーナメントへのパスウェイとして、
JTA が推奨する形式の JTA 公認カラーボールマッチ「テニス☆スターチャレンジ」の全国展開を企画し
ています。
「テニス☆スターチャレンジ」の詳細については、間もなく発表予定です。今年のテニスの共同イベン
トとして、ステージ２（オレンジ）の大会開催をお願いします。ステージ１（グリーン）と同時開催し
ていただいてもかまいません。
JTA 公認カラーボールマッチ「テニス☆スターチャレンジ」開催について
・ステージ 2（オレンジ）の規格によるテニス大会

＊ステージ 1（グリーン）同時開催可能

・種目：男女、ミックス、シングルス、ダブルス、団体戦いずれでも可、最低開催人数 4 人（4 ペア）
・試合形式：ラウンドロビン、コンソレ、コンパスドロー等、一人最低 3 試合プレーできること。
・スコアー形式：4 ゲーム、タイブレーク、タイムマッチ等自由

３．共同イベントへの協議会からのサポート
・

共同イベント運営費 30,000 円の補助

・ 各イベント内容を「テニスの日」ホームページに掲載

４．チャーム購入のお願い

2022 テニスの日チャーム

2022 テニスの日チャームは、全仏オープンの会場であり 2024 パリ五輪の会場「ローランギャロス」
のレッドクレーコートをイメージしています。チャームの販売収益はテニスの日推進協議会の活動を
支える資金となりますので、今年度もご購入のご検討をお願い申し上げます。
尚、昨年より続く原材料の高騰ならびに諸経費の値上がりにより、チャームの卸価格を 270 円から
300 円に変更させていただくこととなりました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
・協議会からの購入価格は 300 円／個、参考小売価格は 400 円／個となります。
差額分を各イベント主催者の手数料とし、運営費等に充当していただけます。
また、共同イベントに関しましては可能な限り 100 個以上のご購入をお願いしております。
今後のテニスの日の事業継続のために出来る限り多くのお買い上げと販売をお願い申し上げます。
何卒チャーム拡販にご協力下さいますよう併せてお願い申し上げます。

６．傷害保険について
・ 参加者・スタッフについては、各イベント会場で保険をご準備下さい。

７．メディア広報
・ 地方新聞各紙や地元メディアへ各都道府県テニス協会からアプローチをお願いします。

【共同イベントのご登録について】
別紙「登録用紙」にご記入いただき、６月１５日（水）までにご返信の程お願い申し上げます。
※期日までに詳細が決まっていない場合も「開催予定」の段階で結構ですので、
記入可能な範囲で開催の可否や進捗状況をご連絡下さい。

【報告書のご提出について】
９月初めに「報告書用紙」をお送りしますので、イベント実施後にご提出下さい。
ご提出いただいた協会へ『補助金』をご送金させていただきます。

指導者ポイントの対象となります！
イベント開催登録会場でコーチや運営などに
協力頂いた(公財)日本体育協会公認指導者は
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テニス指導者

テニスの日公式 WEB サイトにて
貴協会のイベント情報を
随時ご紹介していきます。
リンクバナーもご用意しましたので、
相互リンクをお願いします。

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
２ポイントの研修ポイント

http://www. tennisday.jp

■■ グッズ詳細連絡 ■■
テニスの日に「月刊チャンピオン」
（秋田書店）連載中の
『BREAK BACK』のキャラクターが登場！生き生きとした表情、
溢れる情熱がボールとともに躍動する「テニスの日」用デザインです。
＜お知らせ＞
テニスの日推進協議会では、２０２２年より環境保護の観点からポスター・
チラシ等の印刷物制作・配布を中止しました。
各団体・各事業者におかれましては、公式ホームページの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でご活用ください。

◆2022 テニスの日チャームは、全仏オープンの会場であり
2024 パリ五輪の会場「ローランギャロス」のレッドクレーコート
イメージしています。ラメを施したサーフェス表面は、日差しに輝く
レッドクレーコートのイメージそのままです。
また、コネクトリングを増やし、留め具に長さを持たせているので
より着脱が簡単になっています。
チャームの販売収益はテニスの日推進協議会の活動を支える資金となります
ので、今年度もご購入のご検討をお願い申し上げます。
※尚、昨年より続く原材料の高騰ならびに諸経費の値上がりにより、
チャームの卸価格を 270 円から 300 円に変更させていただくことと
なりました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

１．支援配布物の注文について
（１）チャーム
●ご希望数をご記入ください。（10 個単位）
●購入価格は１個 300 円（参考販売価格＠400 円）。
（３）のぼりと横断幕
【テニスの日 のぼり】（ピンク/グリーン）
につきましては、2019 年に無料でご送付済です。
【特大横断幕（緑）
】は 2017 年に無料でご送付済みです。※追加で必要な場合、
横断幕は 3,000 円。のぼりは１枚 800 円で販売します。
※ポールのご用意はございません。
のぼり 2 色（2019 年無料送付済み）

特大横断幕

（2017 年無料送付済み）

