≪チャレンジデーとは？≫
チャレンジデーは，日常的なスポーツの習慣化や住民の健康増進，地域の活性化に向けた
きっかけづくりを目的とし，開催される住民総参加型のスポーツイベントです。
午前０時から午後９時までの間に，人口規模がほぼ同じ自治体同士で１５分以上継続して
運動やスポーツを行った人の参加率％を競います。
今年は３年ぶりに５月最終水曜日の開催です。

≪今年の対戦相手は？≫
愛知県碧南市（へきなんし）と秋田県大館市（おおだてし）と対戦します。初めて３自治体による対戦です。

常陸太田市
■人 口 ４９，２４５人
■参加率 ５０．９％

VS

愛知県碧南市
■人 口
■参加率

VS

７２，７０４人
６７．３％

秋田県大館市
■人 口
■参加率

６９，１８１人
５３．８％

※人口は令和４年１月１日現在の住民基本台帳人口，参加率は２０２１参加率

≪どうやって参加するの？≫

１５分以上運動したら→チャレンジデー集計センターへ報告を！
・スポーツ施設はもちろん，職場や学校，地域，自宅など場所を問いません。
・体を動かすことを意識すれば買い物や犬の散歩などもＯＫです。
・市民以外でも市内に通勤・通学・観光している方も対象です。

仲間同士で運動
したときは一人
が報告すれ ば
Ｏ Ｋ

◆チャレンジデー集計センター（山吹運動公園市民体育館内） ◎下記施設でも電話での報告を受け付けます。
受付時間：午前６時～午後９時１５分

電 話：０２９４－７２－９１２３（専用回線）
ＦＡＸ：０２９４－７２－９４５６（専用回線）
インターネット：常陸太田市ホームページにアクセスし，
参加報告フォームに入力してください。

受付時間：午前９時～午後５時
施設名
山吹運動公園市民体育館
水府海洋センター
金 砂 郷 支 所
水 府 支 所
里 美 支 所
生涯学習センター
交流センターふじ
水府学習センター
里美文化センター

電話番号
72－6510
85－1311
76－2111
85－1111
82－2111
72－8888
76－2221
85－0142
82－2204

■ 報告は１人１回です。
■ 今回は LINE による報告はありません。

予想が参加人数に近い 10 名に碧南市または大館市の特産品をプレゼント
【応募方法】・下記の施設に設置してある応募箱に備付の応募用紙に必要事項を記入して応募してください。
・応募は一人に付 1 回までです。
・応募期限 令和 4 年 5 月 23 日（月）
【応募場所】・常陸太田市役所（総合窓口）
・金砂郷支所
・水府支所
・里美支所
・山吹運動公園市民体育館 ・大里ふれあいギャラリー ・水府海洋センター体育館
・生涯学習センター ・交流センターふじ ・里美文化センター
※各施設の営業時間内に応募してください。

お問合せ先：常陸太田市健康スポーツチャレンジデー実行委員会

TEL

0294-73-0090 FAX 0294-72-4555

チャレンジデー２０２２では，イベントプログラムを開催します。
チャレンジデー２０２２では，イベントプログラムを開催します。
新型コロナウイルス感染防止対策のため事前申し込みといたします。
申込み多数の場合は、
お断りする場合があります。
新型コロナウイルス感染防止対策のため事前申し込みといたします。
申込み多数の場合は、
お断りする場合があります。

ラジオ体操の正しい動きや効果等を含めた実技指導を行います。
ラジオ体操の正しい動きや効果等を含めた実技指導を行います。
・誰でも参加できます。
（参加費無料）
・誰でも参加できます。
（参加費無料）
・動きやすい服装と室内靴を持参ください。
・動きやすい服装と室内靴を持参ください。
●会
●会 場：山吹運動公園市民体育館
場：山吹運動公園市民体育館
●時
●時 間：13:30～15:20（受付：13:00～）
間：13:30～15:20（受付：13:00～）
イベント名
イベント名

全国ラジオ体操連盟指導員
全国ラジオ体操連盟指導員

平井
平井 孝子
孝子 先生
先生

会場・時間
会場・時間

スッキリ”ヨガ“
スッキリ”ヨガ“
親子でリズムにのって
親子でリズムにのって
楽しく遊ぼう
楽しく遊ぼう
常陸太田ジュニア陸上
常陸太田ジュニア陸上
競技教室
競技教室
久自楽舞を楽しく踊ろう
久自楽舞を楽しく踊ろう

温水プールでレッツ・
温水プールでレッツ・
チャレンジ
チャレンジ

馬坂城跡ウォーキング
馬坂城跡ウォーキング

内内 容容
・指
・対象：誰でも
・指 導：椋野京子先生（ヨガインストラクター）
導：椋野京子先生（ヨガインストラクター）
・対象：誰でも
山吹運動公園市民武道館
山吹運動公園市民武道館
・内
・内 容：深呼吸に合わせて体を動かす。
容：深呼吸に合わせて体を動かす。
10:00～11:00
10:00～11:00
・その他：バスタオルまたはヨガマット
・その他：バスタオルまたはヨガマット
・指
・指 導：山﨑まさる先生
導：山﨑まさる先生 ・対象：未就学児（３歳以上）※親子で参加
・対象：未就学児（３歳以上）※親子で参加
山吹運動公園市民武道館
山吹運動公園市民武道館
・内
・内 容：リズムにあわせて楽しく，跳んだり，跳ねたり，踊ったり
容：リズムにあわせて楽しく，跳んだり，跳ねたり，踊ったり
14:30～16:00
14:30～16:00
・その他：動きやすい服装，上履き等持参
・その他：動きやすい服装，上履き等持参
山吹運動公園運動広場
・指
山吹運動公園運動広場
・指 導：常陸太田市体育協会陸上競技部
導：常陸太田市体育協会陸上競技部 ・対象：小学校４・５・６年生
・対象：小学校４・５・６年生
18:00～20:00
・内
18:00～20:00
・内 容：走り方の基本を身につけるための基本練習
容：走り方の基本を身につけるための基本練習
雨天時は市民体育館で実施
雨天時は市民体育館で実施 ・その他：走りやすい服装，雨天時は上履き等持参
・その他：走りやすい服装，雨天時は上履き等持参
山吹運動公園市民体育館
・指
真知子先生（久自楽舞インストラクター）
山吹運動公園市民体育館
・指 導：片根
導：片根
真知子先生（久自楽舞インストラクター）
18:00～20:00
・対
18:00～20:00
・対 象：誰でも
象：誰でも ・内容：久自楽舞の基本レッスン
・内容：久自楽舞の基本レッスン
雨天時は武道館で実施
・その他：動きやすい服装，上履き等持参
雨天時は武道館で実施
・その他：動きやすい服装，上履き等持参
・指
・対象：誰でも
・指 導：温水プールインストラクター
導：温水プールインストラクター
・対象：誰でも
常陸太田市温水プール
常陸太田市温水プール
・内
・内 容：①10：00
容：①10：00の部（楽々水中ウォーキング）
の部（楽々水中ウォーキング）
②12：00
②12：00の部（お好み水中レッスン）
の部（お好み水中レッスン）
①10:00～10:50
①10:00～10:50
・その他：入場料のみで参加できます。
・その他：入場料のみで参加できます。
②12:00～12:50
②12:00～12:50
・問合せ：常陸太田市温水プール
・問合せ：常陸太田市温水プール ☎0294-80-6556
☎0294-80-6556
・指
・指 導：常陸太田市レクリエーション協会
導：常陸太田市レクリエーション協会 ・対象：誰でも
・対象：誰でも
山吹運動公園正門前
山吹運動公園正門前
・内
約６㎞）
・内 容：天神林町にある馬坂城跡までウォーキング（往復
容：天神林町にある馬坂城跡までウォーキング（往復
約６㎞）
１０:00
１０:00 出発
出発
・その他：歩きやすい服装
・その他：歩きやすい服装 事前申し込みの必要ありません。
事前申し込みの必要ありません。
雨天時は中止
雨天時は中止
・問合せ：常陸太田市レクリエーション協会
・問合せ：常陸太田市レクリエーション協会大森
大森 ☎09０-6941-4837
☎09０-6941-4837

≪イベントプログラム参加申込方法≫
≪イベントプログラム参加申込方法≫

参加希望するイベントプログラムをチャレンジデー実行委員会へ令和
参加希望するイベントプログラムをチャレンジデー実行委員会へ令和44年
年55月
月20
20日までに申し込みください。
日までに申し込みください。
イベント当日の２週間前までに平熱を超える発熱，咳、のどの痛みなど風邪の症状等があった場合（同居する
イベント当日の２週間前までに平熱を超える発熱，咳、のどの痛みなど風邪の症状等があった場合（同居する
家族を含む）は参加を見合わせるようお願いいたします。
家族を含む）は参加を見合わせるようお願いいたします。

常陸太田市健康スポーツチャレンジデー2022
常陸太田市健康スポーツチャレンジデー2022参加報告用紙
参加報告用紙
ＦＡＸによる参加報告は，この面をそのまま送信してください。
ＦＡＸによる参加報告は，この面をそのまま送信してください。

個人名
個人名
又は
又は

運動した内容
運動した内容

団体名
団体名

（種目・イベント名等）
（種目・イベント名等）

実施場所
実施場所
実施時間
実施時間

参加人数
参加人数

人
人

イベントプログラム参加申込用紙
イベントプログラム参加申込用紙(参加するイベント名にチェックを入れてください。)
(参加するイベント名にチェックを入れてください。)
ＦＡＸによる参加申し込みの場合は，この面をそのまま送信してください。
ＦＡＸによる参加申し込みの場合は，この面をそのまま送信してください。
氏
氏

住
住

名
名

所
所

電話番号
電話番号

（
（

歳）
歳）

参
参 加
加

□
□ ヘルシーライフラジオ体操教室
ヘルシーライフラジオ体操教室

イベント
イベント □
スッキリ”ヨガ“
□ スッキリ”ヨガ“
（１人１回）
（１人１回）

□
□ 久自楽舞を楽しく踊ろう
久自楽舞を楽しく踊ろう

※申し込みいただいた個人情報はチャレンジデーにおける新型コロナウイルス感染防止対策のみに使用します。
※申し込みいただいた個人情報はチャレンジデーにおける新型コロナウイルス感染防止対策のみに使用します。
※以下のイベントプログラムの参加申込方法
※以下のイベントプログラムの参加申込方法
親子でリズムにのって楽しくあそぼう→幼稚園，こども園（幼稚園児）
親子でリズムにのって楽しくあそぼう→幼稚園，こども園（幼稚園児）
常陸太田ジュニア陸上教室→各小学校
常陸太田ジュニア陸上教室→各小学校
温水プールでレッツ・チャレンジ→常陸太田市温水プール
温水プールでレッツ・チャレンジ→常陸太田市温水プール

