
＜夏期巡回（４３会場）＞ (H22.8.24現在)

住　所

晴天 多摩川中央公園
タマガワチュウオウコウエン

東京都福生市北田園１

雨天 福生市中央体育館
フッサシチュウオウタイイクカン

東京都福生市北田園２－９－１

晴天 新魚目グラウンド
シンウオノメグラウンド

長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷１０３２

雨天 新魚目総合体育館
シンウオノメソウゴウタイイクカン

長崎県南松浦郡新上五島町丸尾郷３３５－３

晴天 宗像ユリックス多目的広場
ムナカタユリックスタモクテキヒロバ

福岡県宗像市久原４００

雨天 宗像ユリックスイベントホール
ムナカタユリックスイベントホール

福岡県宗像市久原４００

晴天 和水町総合グラウンド
ナゴミマチソウゴウグラウンド

熊本県玉名郡和水町原口１３２１

雨天 和水町体育館
ナゴミマチタイイクカン

熊本県玉名郡和水町前原４３７－１

晴天

雨天

晴天 足立区立東綾瀬中学校グラウンド
アダチクリツヒガシアヤセチュウガッコウグラウンド

東京都足立区綾瀬３－２３－１４

雨天 足立区立東綾瀬中学校体育館
アダチクリツヒガシアヤセチュウガッコウタイイクカン

東京都足立区綾瀬３－２３－１４

晴天 別海町営陸上競技場
ベツカイチョウエイリクジョウキョウギジョウ

北海道野付郡別海町別海１３１－８

雨天 別海町町民体育館
ベツカイチョウチョウミンタイイクカン

北海道野付郡別海町別海１４１－１０

晴天 網走スポーツ･トレーニングフィールド
アバシリスポーツ･トレーニングフィールド

北海道網走市呼人７０５

雨天 網走スポーツ･トレーニングフィールド　オホーツクドーム
アバシリスポーツ･トレーニングフィールド　オホーツクドーム

北海道網走市呼人３３９－１

晴天 新十津川町ふるさと公園イベント広場
シントツカワチョウフルサトコウエンイベントヒロバ

北海道樺戸郡新十津川町字総進１８７

雨天 新十津川町スポーツセンター
シントツカワチョウスポーツセンター

北海道樺戸郡新十津川町字総進１８７－２

晴天 余市町運動公園自由広場
ヨイチチョウウンドウコウエンジユウヒロバ

北海道余市郡余市町入舟町４２０

雨天 余市町総合体育館
ヨイチチョウソウゴウタイイクカン

北海道余市郡余市町入舟町４２０

晴天 伊那市陸上競技場
イナシリクジョウキョウギジョウ

長野県伊那市西町５８１０

雨天 長野県伊那勤労者福祉センター体育館
ナガノケンイナキンロウシャフクシセンタータイイクカン

長野県伊那市西町５８３４－８

晴天 長岡市川口運動公園多目的広場
ナガオカシカワグチウンドウコウエンタモクテキヒロバ

新潟県長岡市川口中山２４４１－１

雨天 長岡市川口運動公園屋内ゲートボール場
ナガオカシカワグチウンドウコウエンオクナイゲートボールジョウ

新潟県長岡市川口中山１４３４－７

晴天 大分銀行ドーム
オオイタギンコウドーム

大分県大分市大字横尾１３５１

雨天 大分銀行ドーム
オオイタギンコウドーム

大分県大分市大字横尾１３５１

晴天 奈義町立奈義中学校グラウンド
ナギチョウリツナギチュウガッコウグラウンド

岡山県勝田郡奈義町久常１９３

雨天 奈義町立奈義中学校体育館
ナギチョウリツナギチュウガッコウタイイクカン

岡山県勝田郡奈義町久常１９３

晴天 日吉津村立日吉津小学校グラウンド
ヒエヅソンリツヒエヅショウガッコウグラウンド

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８７２－１２

雨天 日吉津村立日吉津小学校体育館
ヒエヅソンリツヒエヅショウガッコウタイイクカン

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津８７２－１２

晴天 小笠山総合運動公園
オガサヤマソウゴウウンドウコウエン

静岡県袋井市愛野２３００－１

雨天 小笠山総合運動公園　エコパアリーナ
オガサヤマソウゴウウンドウコウエン　エコパアリーナ

静岡県袋井市愛野２３００－１

晴天 知立市立知立中学校グラウンド
チリュウシリツチリュウチュウガッコウグラウンド

愛知県知立市広見２－４

雨天 知立市立知立中学校体育館
チリュウシリツチリュウチュウガッコウタイイクカン

愛知県知立市広見２－４

晴天 安八町総合運動公園　野球場
アンパチチョウソウゴウウンドウコウエン　ヤキュウジョウ

岐阜県安八郡安八町大野２９８－１

雨天 安八町総合体育館アリーナ
アンパチチョウソウゴウタイイクカンアリーナ

岐阜県安八郡安八町大野３４３

晴天 名張市民陸上競技場
ナバリシミンリクジョウキョウギジョウ

三重県名張市夏見２８１２

雨天 名張市総合体育館
ナバリシソウゴウタイイクカン

三重県名張市夏見２８１２

晴天 藤岡市中央公園
フジオカシチュウオウコウエン

群馬県藤岡市藤岡１５６７－４

雨天 藤岡市民ホール
フジオカシミンホール

群馬県藤岡市藤岡１５６７－４

晴天 佐野市運動公園陸上競技場
サノシウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウ

栃木県佐野市赤見町２１３０－２

雨天 佐野市運動公園市民体育館
サノシウンドウコウエンシミンタイイクカン

栃木県佐野市赤見町２１３０－２

晴天 野田村民広場
ノダソンミンヒロバ

岩手県九戸郡野田村大字野田２０－１４－３

雨天 野田村体育館
ノダムラタイイクカン

岩手県九戸郡野田村大字野田２０－１４－２

晴天 板柳町多目的ホールあぷる駐車場
イタヤナギマチタモクテキホールアプルチュウシャジョウ

青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井６１

雨天 板柳町多目的ホールあぷるホール
イタヤナギマチタモクテキホールアプルホール

青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井６１

晴天 八峰町峰浜野球場
ハッポウチョウミネハマヤキュウジョウ

秋田県山本郡八峰町峰浜田中字鳥矢場１１－１

雨天 八峰町立峰浜中学校体育館
ハッポウチョウリツミネハマチュウガッコウタイイクカン

秋田県山本郡八峰町峰浜田中字野田沢４０－１

晴天 塩内公園グラウンド
シオナイコウエングラウンド

宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内1

雨天 村田町民体育館
ムラタチョウミンタイイクカン

宮城県柴田郡村田町大字村田字塩内２

晴天 西郷村立熊倉小学校グラウンド
ニシゴウソンリツクマクラショウガッコウグラウンド

福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原３３－１

雨天 西郷村立熊倉小学校講堂
ニシゴウソンリツクマクラショウガッコウコウドウ

福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原３３－１

開催中止となりました。

板柳町
イタヤナギマチ

別表

平成22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
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火

新
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曜日

水
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水
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火
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木
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住　所

晴天 牛久運動公園多目的広場
ウシクウンドウコウエンタモクテキヒロバ

茨城県牛久市下根町１４００

雨天 牛久運動公園体育館
ウシクウンドウコウエンタイイクカン

茨城県牛久市下根町１４００

晴天 岡垣サンリーアイふれあい広場
オカガキサンリーアイフレアイヒロバ

福岡県遠賀郡岡垣町野間１－２－１

雨天 岡垣サンリーアイウエーブアリーナ
オカガキサンリーアイウエーブアリーナ

福岡県遠賀郡岡垣町野間１－２－１

晴天 黄金森公園陸上競技場
コガネモリコウエンリクジョウキョウギジョウ

沖縄県島尻郡南風原町字宮平７１８－１

雨天 南風原町立南風原中学校体育館
ハエバルチョウリツハエバルチュウガッコウタイイクカン

沖縄県島尻郡南風原町字兼城７８０

晴天 穴水町立穴水小学校グラウンド
アナミズチョウリツアナミズショウガッコウグラウンド

石川県鳳珠郡穴水町字大町ロ１６５－１

雨天 穴水町立穴水小学校体育館
アナミズチョウリツアナミズショウガッコウタイイクカン

石川県鳳珠郡穴水町字大町ロ１６５－１

晴天 南砺市立城端中学校グラウンド
ナントシリツジョウハナチュウガッコウグラウンド

富山県南砺市泉沢７００

雨天 南砺市立城端中学校体育館
ナントシリツジョウハナチュウガッコウタイイクカン

富山県南砺市泉沢７００

晴天 サンドーム福井イベントホール棟
サンドームフクイイベントホールトウ

福井県鯖江市宮前２－７－１

雨天 サンドーム福井イベントホール棟
サンドームフクイイベントホールトウ

福井県鯖江市宮前２－７－１

晴天 相模原麻溝公園
サガミハラアサミゾコウエン

神奈川県相模原市麻溝台２３１７－１

雨天 相模原市立総合体育館
サガミハラシリツソウゴウタイイクカン

神奈川県相模原市麻溝台２２８４－１

晴天 北杜市立明野中学校グラウンド
ホクトシリツアケノチュウガッコウグラウンド

山梨県北杜市明野町上手８３４２

雨天 北杜市立明野中学校体育館
ホクトシリツアケノチュウガッコウタイイクカン

山梨県北杜市明野町上手８３４２

晴天 土成緑の丘スポーツ公園
ドナリミドリノオカスポーツコウエン

徳島県阿波市土成町土成字北原１

雨天 土成農業者トレーニングセンター
ドナリノウギョウシャトレーニングセンター

徳島県阿波市土成町土成字漆畑１７７

晴天 高松市立林小学校グラウンド
タカマツシリツハヤシショウガッコウグラウンド

香川県高松市林町１１０８－１

雨天 高松市立林小学校屋内運動場
タカマツシリツハヤシショウガッコウオクナイウンドウジョウ

香川県高松市林町１１０８－１

晴天 宝塚市立末広中央公園
タカラヅカシリツスエヒロチュウオウコウエン

兵庫県宝塚市末広町４８－１

雨天 宝塚市立スポーツセンター総合体育館
タカラヅカシリツスポーツセンターソウゴウタイイクカン

兵庫県宝塚市小浜１－１－１１

晴天 扇ヶ浜公園カッパーク
オウギガハマコウエンカッパーク

和歌山県田辺市扇ヶ浜１－７－６４

雨天 田辺市立田辺第一小学校体育館
タナベシリツタナベダイイチショウガッコウタイイクカン

和歌山県田辺市上屋敷１－２－１

晴天 野村運動公園グラウンド
ノムラウンドウコウエングラウンド

滋賀県草津市野村３－２－５

雨天 野村運動公園市民体育館
ノムラウンドウコウエンシミンタイイクカン

滋賀県草津市野村３－２－５

晴天 館山市立第三中学校グラウンド
タテヤマシリツダイサンチュウガッコウグラウンド

千葉県館山市北条１４５２

雨天 館山市立第三中学校体育館
タテヤマシリツダイサンチュウガッコウタイイクカン

千葉県館山市北条１４５２

晴天 小草ふれあい公園
コグサフレアイコウエン

潮見広場
シオミヒロバ

高知県高岡郡中土佐町上ノ加江６６８４

雨天 中土佐町立スポーツ文化センター
ナカトサチョウリツスポーツブンカセンター

高知県高岡郡中土佐町上ノ加江７７８１

晴天 中国電力坂スポーツ施設
チュウゴクデンリョクサカスポーツシセツ

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜４－１－７３

雨天 坂町立坂中学校体育館
サカチョウリツサカチュウガッコウタイイクカン

広島県安芸郡坂町横浜中央１－６－５７

晴天 吉賀町立六日市中学校グ
ヨシカチョウリツムイカイチチュウガッコウグラウンド

ラウンド　※変更になりました。 島根県鹿足郡吉賀町六日市７５７

雨天 吉賀町民六日市体育館
ヨシカチョウミンムイカイチタイイクカン

島根県鹿足郡吉賀町六日市６４８

＜特別巡回（８会場）＞

住　所

晴天 皇子山総合運動公園陸上競技場
オウジヤマソウゴウウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウ

滋賀県大津市御陵町４－１

雨天 皇子が丘公園体育館
オウジガオカコウエンタイイクカン

滋賀県大津市皇子が丘１－１－１

晴天 三郷スカイパーク
ミサトスカイパーク

埼玉県三郷市彦沢３－５１－１

雨天 三郷市総合体育館
ミサトシソウゴウタイイクカン

埼玉県三郷市茂田井２

晴天 横浜市立大口台小学校グラウンド
ヨコハマシリツオオグチダイショウガッコウグラウンド

神奈川県横浜市神奈川区大口仲町４６０

雨天 横浜市立大口台小学校体育館
ヨコハマシリツオオグチダイショウガッコウタイイクカン

神奈川県横浜市神奈川区大口仲町４６０

晴天 奈良市鴻ノ池陸上競技場
ナラシコウノイケリクジョウキョウギジョウ

奈良県奈良市法蓮佐保山町４－５－１

雨天 奈良市中央体育館
ナラシチュウオウタイイクカン

奈良県奈良市法蓮佐保山町４－１－３

晴天 多良木町えびす広場
タラギマチエビスヒロバ

熊本県球磨郡多良木町大字多良木１５４３－１

雨天 多良木町民体育館
タラギチョウミンタイイクカン

熊本県球磨郡多良木町大字多良木１４６７－３

晴天 土浦市霞ヶ浦総合公園
ツチウラシカスミガウラソウゴウコウエン

茨城県土浦市大岩田１０５１

雨天 霞ヶ浦文化体育会館
カスミガウラブンカタイイクカイカン

茨城県土浦市大岩田１０５１

晴天 長泉町健康公園・新グラウンド
ナガイズミチョウケンコウコウエン・シングラウンド

静岡県駿東郡長泉町納米里５５０－１

雨天 長泉町民体育館
ナガイズミチョウミンタイイクカン

静岡県駿東郡長泉町納米里３１０－１

晴天 シルトピアグラウンド
シルトピアグラウンド

広島県神石郡神石高原町油木甲5071-１

雨天 油木体育館
ユキタイイクカン

広島県神石郡神石高原町油木甲5071-１

水

8月22日 日

8月21日

8月20日

日

南風原町
ハエバルチョウ

火

8月16日

曜日

牛久市
ウシクシ

岡垣町
オカガキマチ

会　　　場

名　称

水

金

土

草津市
クサツシ

田辺市
タナベシ

宝塚市
タカラヅカシ

日

火

曜日

8月26日 木

8月29日

火

日

8月31日

月

月

高松市
タカマツシ

月

8月17日

木

金

8月18日

土

8月19日

相模原市
サガミハラシ

市町村

会　　　場

名　称

穴
アナ

水
ミズ

町
マチ

鯖江市
サバエシ

中土佐町
ナカトサチョウ

南砺市
ナントシ

阿波市
アワシ

北杜市
ホクトシ

館山市
タテヤマシ

8月15日

日程

5月30日

日程

8月25日

8月24日

8月28日

8月23日

8月27日

8月30日 坂町
サカチョウ

日 神石高原町
ジンセキコウゲンチョウ

多良木町
タラギマチ

土浦市
ツチウラシ

日

日

日

長泉町
ナガイズミチョウ

日

日

10月17日

6月20日

10月3日

9月26日

10月10日

横浜市
ヨコハマシ

大津市
オオツシ

吉賀町
ヨシカチョウ

奈良市
ナラシ

三郷市
ミサトシ

市町村

*　「１０００万人ラジオ体操・みんなの体操祭」として開催します。

6月13日 日

9月5日


