
＜夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会（４３会場）＞

7月20日 日 東京都 大田区
おおたく

大田区立平和の森公園
おおたくりつへいわのもりこうえん

大田区立
お お た く り つ

大森
おおもり

スポーツセンター

7月21日 月 滋賀県 高月町
たかつきちょう

高月町民運動場
たかつきちょうみんうんどうじょう

高月町民体育館
たかつきちょうみんたいいくかん

7月22日 火 奈良県 曽爾村
そにむら

曽爾村立曽爾中学校グラウンド
そにそんりつそにちゅうがっこうぐらうんど

曽爾村ふれあいホール
そにむらふれあいほーる

7月23日 水 大阪府 茨木市
いばらきし

茨木市中央公園南グラウンド
いばらきしちゅうおうこうえんみなみぐらうんど

茨木市立養精中学校体育館
いばらきしりつようせいちゅうがっこうたいいくかん

7月24日 木 兵庫県 加東市
かとうし

加東市滝野総合公園多目的グラウンド
かとうしたきのそうごうこうえんたもくてきぐらうんど

加東市滝野総合公園体育館スカイピア
かとうしたきのそうごうこうえんたいいくかんすかいぴあ

7月25日 金 山梨県 富士河口湖町
ふじかわぐちこまち

富士河口湖町　町民グラウンド
ふじかわぐちこまち　ちょうみんぐらうんど

富士河口湖町　町民体育館
ふじかわぐちこまち　ちょうみんたいいくかん

7月26日 土 鹿児島県 蒲生町
かもうちょう

蒲生町立蒲生中学校グラウンド
かもうちょうりつかもうちゅうがっこうぐらうんど

蒲生町総合体育館
かもうちょうそうごうたいいくかん

7月27日 日 東京都 江東区
こうとうく

東京国際展示場(東京ビッグサイト）
とうきょうこくさいてんじじょう(とうきょうびっぐさいと）

東京国際展示場(東京ビッグサイト）
とうきょうこくさいてんじじょう(とうきょうびっぐさいと）

7月28日 月 北海道 剣淵町
けんぶちちょう

剣淵町立剣淵小学校グラウンド
けんぶちちょうりつけんぶちしょうがっこうぐらうんど

剣淵町立剣淵小学校体育館
けんぶちちょうりつけんぶちしょうがっこうたいいくかん

7月29日 火 北海道 登別市
のぼりべつし

登別市営陸上競技場
のぼりべつしえいりくじょうきょうぎじょう

登別市立幌別小学校体育館
のぼりべつしりつほろべつしょうがっこうたいいくかん

7月30日 水 北海道 札幌市
さっぽろし

札幌市立桑園小学校グラウンド
さっぽろしりつそうえんしょうがっこうぐらうんど

札幌市立桑園小学校体育館
さっぽろしりつそうえんしょうがっこうたいいくかん

7月31日 木 北海道 弟子屈町
てしかがちょう

弟子屈町立弟子屈小学校グラウンド
てしかがちょうりつてしかがしょうがっこうぐらうんど

弟子屈町立弟子屈小学校体育館
てしかがちょうりつてしかがしょうがっこうたいいくかん

8月1日 金 徳島県 阿南市
あなんし

阿南市立東部自然公園
あなんしりつとうぶしぜんこうえん

阿南市スポーツ総合センター
あなんしすぽーつそうごうせんたー

8月2日 土 高知県 土佐町
とさちょう

ふれあい広場
ふれあいひろば

土佐町立田井小学校体育館
とさちょうりつたいしょうがっこうたいいくかん

8月3日 日 新潟県 燕市
つばめし

スポーツランド燕多目的競技場
すぽーつらんどつばめたもくてききょうぎじょう

スポーツランド燕体育館
すぽーつらんどつばめたいいくかん

8月4日 月 福岡県 黒木町
くろぎまち

黒木町立黒木中学校グラウンド
くろぎちょうりつくろぎちゅうがっこうぐらうんど

黒木町立黒木中学校体育館
くろぎちょうりつくろぎちゅうがっこうたいいくかん

8月5日 火 佐賀県 吉野ヶ里町
よしのがりちょう

吉野ヶ里歴史公園
よしのがりれきしこうえん

吉野ヶ里町立三田川小学校体育館
よしのがりちょうりつみたがわしょうがっこうたいいくかん

8月6日 水 熊本県 山鹿市
やまがし

山鹿市カルチャースポーツセンター第一多目的グラウンド
やまがしかるちゃーすぽーつせんたーだいいちたもくてきぐらうんど

山鹿市カルチャースポーツセンター山鹿市総合体育館
やまがしかるちゃーすぽーつせんたーやまがしそうごうたいいくかん

8月7日 木 福島県 大玉村
おおたまむら

大玉村立大玉中学校運動場
おおたまそんりつおおたまちゅうがっこううんどうじょう

大玉村立大玉中学校体育館
おおたまそんりつおおたまちゅうがっこうたいいくかん

8月8日 金 鳥取県 南部町
なんぶちょう

鳥取県立とっとり花回廊
とっとりけんりつとっとりはなかいろう

鳥取県立とっとり花回廊フラワードーム
とっとりけんりつとっとりはなかいろうふらわーどーむ

8月9日 土 岡山県 矢掛町
やかげちょう

矢掛町立矢掛中学校
やかげちょうりつやかげちゅうがっこう

矢掛町立矢掛中学校体育館
やかげちょうりつやかげちゅうがっこうたいいくかん

8月10日 日 広島県 竹原市
たけはらし

総合公園バンブージョイハイランド
そうごうこうえんばんぶーじょいはいらんど

総合公園内竹原市体育館
そうごうこうえんないたけはらしたいいくかん

8月11日 月 山口県 宇部市
うべし

宇部市立楠中学校グラウンド
うべしりつくすのきちゅうがっこうぐらうんど

宇部市立楠中学校体育館
うべしりつくすのきちゅうがっこうたいいくかん

8月12日 火 青森県 横浜
よこはま

町
まち

横浜町町民体育センターグラウンド
よこはままちちょうみんたいいくせんたーぐらうんど

横浜町町民体育センター
よこはままちちょうみんたいいくせんたー

8月13日 水 宮城県 七ヶ浜町
しちがはままち

七ヶ浜サッカースタジアム
しちがはまさっかーすたじあむ

七ヶ浜健康スポーツセンター「アクアリーナ」
しちがはまけんこうすぽーつせんたー「あくありーな」

8月14日 木 岩手県   平泉町
  ひらいずみちょう

名勝　旧観自在王院庭園
めいしょう　きゅうかんじざいおういんていえん

平泉町立平泉小学校体育館
ひらいずみちょうりつひらいずみしょうがっこうたいいくかん

8月15日 金 秋田県 三種町
みたねちょう

三種町ことおか中央公園
みたねちょうことおかちゅうおうこうえん

三種町琴丘総合体育館
みたねちょうことおかそうごうたいいくかん

8月16日 土 宮崎県 日之影町
ひのかげちょう

日之影町立日之影中学校グラウンド
ひのかげちょうりつひのかげちゅうがっこうぐらうんど

日之影町立日之影中学校体育館
ひのかげちょうりつひのかげちゅうがっこうたいいくかん

8月17日 日 大分県 竹田
たけた

市
し

竹田市総合運動公園陸上競技場
たけたしそうごううんどうこうえんりくじょうきょうぎじょう

竹田市体育センター
たけたしたいいくせんたー

平成20年度　「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」巡回日程

晴天会場 雨天会場日程 曜日 開催地都道府県

別 表



8月18日 月 千葉県 松戸市
まつどし

松戸運動公園陸上競技場
まつどうんどうこうえんりくじょうきょうぎじょう

松戸運動公園体育館
まつどうんどうこうえんたいいくかん

8月19日 火 長野県 中川村
なかがわむら

中川村民グラウンド
なかがわそんみんぐらうんど

中川村社会体育館
なかがわむらしゃかいたいいくかん

8月20日 水 沖縄県 伊江村
いえそん

ミースィ公園
みーすぃこうえん

伊江村立西小学校体育館
いえそんりつにししょうがっこうたいいくかん

8月21日 木 茨城県 常陸太田市
ひたちおおたし

山吹運動公園運動広場
やまぶきうんどうこうえんうんどうひろば

山吹運動公園市民体育館
やまぶきうんどうこうえんしみんたいいくかん

8月22日 金 栃木県 矢板市
やいたし

矢板市立矢板小学校校庭
やいたしりつやいたしょうがっこうこうてい

矢板市立矢板小学校体育館
やいたしりつやいたしょうがっこうたいいくかん

8月23日 土 群馬県 片品村
かたしなむら

片品村立片品小学校校庭
かたしなそんりつかたしなしょうがっこうこうてい

片品村立片品小学校体育館
かたしなそんりつかたしなしょうがっこうたいいくかん

8月24日 日 東京都 墨田区
すみだく

墨田区立錦糸公園
すみだくりつきんしこうえん

墨田区体育館
すみだくたいいくかん

8月25日 月 埼玉県 上尾市
あげおし

上尾市上平公園
あげおしかみひらこうえん

上尾市立東中学校体育館
あげおしりつひがしちゅうがっこうたいいくかん

8月26日 火 神奈川県 中井町
なかいまち

中井中央公園
なかいちゅうおうこうえん

中井町立中井中学校体育館
なかいちょうりつなかいちゅうがっこうたいいくかん

8月27日 水 静岡県 焼津市
やいづし

焼津市総合グラウンド 陸上競技場
やいづしそうごうぐらうんど りくじょうきょうぎじょう

焼津市総合体育館
やいづしそうごうたいいくかん

8月28日 木 愛知県 碧南市
へきなんし

碧南市臨海公園グランド
へきなんしりんかいこうえんぐらんど

碧南市臨海体育館
へきなんしりんかいたいいくかん

8月29日 金 岐阜県 北方町
きたがたちょう

北方町立北方小学校グランド
きたがたちょうりつきたがたしょうがっこうぐらんど

北方町立北方小学校体育館
きたがたちょうりつきたがたしょうがっこうたいいくかん

8月30日 土 富山県 舟橋
ふなはし

村
むら

舟橋村立舟橋中学校グラウンド
ふなはしそんりつふなはしちゅうがっこうぐらうんど

舟橋村立舟橋中学校体育館
ふなはしそんりつふなはしちゅうがっこうたいいくかん

8月31日 日 石川県 金沢市
かなざわし

金沢市立杜の里小学校運動場
かなざわしりつもりのさとしょうがっこううんどうじょう

金沢市立杜の里小学校体育館
かなざわしりつもりのさとしょうがっこうたいいくかん

＊7月27日（江東区開催）は、「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」

＜特別巡回（１１会場）＞

5月11日 日 宮城県 角田市
かくだし

角田市陸上競技場
かくだしりくじょうきょうぎじょう

角田市総合体育館
かくだしそうごうたいいくかん

5月18日 日 東京都 町田市
まちだし

町田市立
ま ち だ し り つ

成瀬台
な る せ だ い

小学校
しょうがっこう

校庭
こうてい

町田市立
まちだしりつ

成瀬台
なるせだい

小学校
しょうがっこう

体育館
たいいくかん

6月1日 日 山形県 村山市
むらやまし

東沢バラ公園屋外音楽堂
ひがしざわばらこうえんおくがいおんがくどう

村山市立楯岡中学校体育館
むらやましりつたておかちゅうがっこうたいいくかん

6月15日 日 徳島県 三好市
みよしし

池田総合体育館
いけだそうごうたいいくかん

池田総合体育館
いけだそうごうたいいくかん

6月29日 日 三重県 鈴鹿市
すずかし

江島総合スポーツ公園　芝生広場
えじまそうごうすぽーつこうえん　しばふひろば

鈴鹿市立体育館
すずかしりつたいいくかん

7月6日 日 福井県 永平寺町
えいへいじちょう

永平寺町松岡河川公園
えいへいじちょうまつおかかせんこうえん

永平寺町松岡小学校体育館
えいへいじちょうまつおかしょうがっこうたいいくかん

7月13日 日 神奈川県 横浜市
よこはまし

横浜市立宮谷小学校校庭
よこはましりつみやがやしょうがっこうこうてい

横浜市立宮谷小学校体育館
よこはましりつみやがやしょうがっこうたいいくかん

9月7日 日 東京都 小金井市
こがねいし

都立
と り つ

小金井
こ が ね い

公園
こうえん

江戸
え ど

東京
とうきょう

たてもの園
えん

前
まえ

広場
ひ ろ ば

小金井市
こ が ね い し

総合
そうごう

体育
たいいく

館
かん

10月5日 日 埼玉県 鶴ヶ島市
つるがしまし

鶴ヶ島市立藤中学校グラウンド
つるがしましりつふじちゅうがっこうぐらうんど

鶴ヶ島市立藤中学校体育館
つるがしましりつふじちゅうがっこうたいいくかん

10月11日 土 長崎県 雲仙市
うんぜんし

雲仙市吾妻農村広場
うんぜんしあづまのうそんひろば

雲仙市吾妻体育館
うんぜんしあづまたいいくかん

10月19日 日 千葉県 銚子市
ちょうしし

銚子市立飯沼小学校運動場
ちょうししりついいぬましょうがっこううんどうじょう

銚子市体育館
ちょうししたいいくかん

晴天会場 雨天会場

晴天会場日程 曜日 開催地 雨天会場都道府県

開催地日程 曜日 都道府県


