
２０２０年６月８日 

                                        N H K 

 

「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 

「第５９回１０００万人ラジオ体操・みんなの体操祭」の中止について 

 

ＮＨＫならびに株式会社かんぽ生命保険、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟では、新型コロナウイル

ス感染症による影響が見通せない現状と不特定多数の方にお集まりいただくイベントの特性に鑑み、

参加者および関係者の健康・安全を第一に考え、２０２０年度の「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・

みんなの体操会」（４月１２日～１０月１８日）と「第５９回１０００万人ラジオ体操・みんなの体

操祭」（１０月４日）の全日程を中止することにいたしました。 

イベントへの参加を楽しみにされていた方々や、これまで開催にあたりご尽力いただきました関係の

皆様には大変残念な思いをされることと思いますが、なにとぞご理解いただきますようお願い申し上げ

ます。 

「巡回体操会」「１０００万人体操祭」は中止といたしますが、ＮＨＫでは引き続き総合テレビと

Ｅテレで「テレビ体操」「みんなの体操」を、ラジオ第１・第２放送で「ラジオ体操」を放送してま

いります。自粛生活が続き運動不足になりがちな今だからこそ、活用していただきたいと考えており

ます。 

またみなさまと一緒に「巡回体操会」「１０００万人体操祭」が実施できることを願っております。 

 

                        

 



晴天会場 雨天会場

　    ７月２０日(月) 鹿児島 鹿児島県喜界町 喜界町総合グラウンド 喜界町体育館

　    ７月２１日(火) 沖縄 沖縄県名護市 名護市営球場 名護市屋内運動場

　    ７月２２日(水) 北九州 福岡県北九州市 北九州市立大蔵小学校グラウンド 北九州市立大蔵小学校体育館

　    ７月２３日(木・祝) 大分 大分県国東市 くにみ海浜公園 国見B＆Ｇ海洋センター体育館

　    ７月２４日(金・祝) 旭川 北海道増毛町 増毛町立増毛中学校グラウンド 増毛町屋内グラウンド

　    ７月２５日(土) 神戸 兵庫県伊丹市 伊丹市立伊丹スポーツセンター陸上競技場 伊丹市立伊丹スポーツセンター体育館

　    ７月２６日(日) 大阪 大阪府枚方市 伊加賀スポーツセンターグラウンド 伊加賀スポーツセンター体育館

　    ７月２７日(月) 秋田 秋田県男鹿市 男鹿総合運動公園野球場 男鹿市総合体育館

　    ７月２８日(火) 盛岡 岩手県奥州市 歴史公園えさし藤原の郷 江刺中央体育館

　    ７月２９日(水) 札幌 北海道京極町 京極町立京極小学校グラウンド 京極町立京極小学校体育館

　    ７月３０日(木) 函館 北海道今金町 今金町立今金小学校グラウンド 今金町立今金小学校体育館

　    ７月３１日(金) 青森 青森県八戸市 青森県立八戸高等支援学校グラウンド 青森県立八戸高等支援学校体育館

　    ８月　１日(土) 福島 福島県大玉村 大玉村立大玉中学校グラウンド 大玉村立大玉中学校体育館

　    ８月　２日(日) 長野 長野県松川村 松川村立松川小学校グラウンド 松川村立松川小学校体育館

　    ８月　３日(月) 前橋 群馬県吉岡町 吉岡町八幡山公園多目的屋外運動場 吉岡町立吉岡中学校体育館

　    ８月　４日(火) さいたま 埼玉県寄居町 寄居町立寄居中学校グラウンド 寄居町立寄居中学校体育館

　    ８月　５日(水) 和歌山 和歌山県かつらぎ町 かつらぎ体育センター かつらぎ体育センター

　    ８月　６日(木) 奈良 奈良県王寺町 奈良県王寺健民運動場 いずみアリーナ

　    ８月　７日(金) 神戸 兵庫県宍粟市 スポニックパーク一宮グラウンド スポニックパーク一宮アリーナ

　    ８月１０日(月・祝) 静岡 静岡県西伊豆町 安城岬ふれあい公園 西伊豆町健康増進センター

　    ８月１１日(火) 津 三重県四日市市 四日市市中央フットボール場Ａフィールド 四日市市総合体育館

　    ８月１２日(水) 山口 山口県岩国市 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 愛宕スポーツコンプレックスカルチャーセンターアリーナ

　    ８月１３日(木) 広島 広島県広島市 広島市立江波小学校グラウンド 広島市立江波小学校体育館

　    ８月１４日(金) 岡山 岡山県玉野市 玉野市立玉小学校グラウンド 玉野市総合体育館

　    ８月１５日(土) 水戸 茨城県日立市 日立市市民運動公園陸上競技場 日立市池の川さくらアリーナ

　    ８月１６日(日) 千葉 千葉県多古町 多古町コミュニティプラザ 多目的広場 多古町民体育館

　    ８月１７日(月) 富山 富山県黒部市 黒部市総合公園芝生広場 黒部市総合体育センターメインアリーナ

　    ８月１８日(火) 金沢 石川県川北町 川北町立川北小学校グラウンド 第二町民体育館

　    ８月１９日(水) 岐阜 岐阜県可児市 ＫＹＢスタジアム 可児市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

　    ８月２０日(木) 鳥取 鳥取県大山町 大山町名和総合運動公園陸上競技場 大山町名和農業者トレーニングセンター

　    ８月２１日(金) 熊本 熊本県玉名市 玉名市桃田運動公園運動広場（金栗記念広場） 玉名市総合体育館

　    ８月２２日(土) 福岡 福岡県宇美町 宇美町総合スポーツ公園 宇美町立宇美南中学校体育館

　    ８月２３日(日) 長崎 長崎県波佐見町 波佐見町立波佐見中学校グラウンド 波佐見町体育センター

　    ８月２４日(月) 新潟 新潟県妙高市 妙高市立新井小学校グラウンド 妙高市総合体育館

　    ８月２５日(火) 宇都宮 栃木県佐野市 佐野市運動公園陸上競技場 佐野市運動公園市民体育館

　    ８月２６日(水) 甲府 山梨県中央市 中央市農村公園 中央市立豊富小学校体育館

　    ８月２７日(木) 松山 愛媛県宇和島市 宇和島市総合体育館駐車場 宇和島市総合体育館大競技場

　    ８月２８日(金) 高知 高知県田野町 田野町立田野小学校グラウンド 田野町立田野小学校体育館

　    ８月２９日(土) 徳島 徳島県藍住町 藍住町総合文化ホールあいずみ広場 藍住町町民体育館

　    ８月３０日(日) 松江 島根県美郷町 美郷町立邑智小学校グラウンド 美郷町立邑智小学校体育館

　    ８月３１日(月) 名古屋 愛知県小牧市 小牧市スポーツ公園サッカーグラウンド 小牧市スポーツ公園総合体育館メインアリーナ

晴天会場 雨天会場

　     ４月１２日(日) 放送センター 東京都東大和市 都立東大和南公園 東大和市ロンドみんなの体育館

　     ４月２６日(日) 大阪 大阪府羽曳野市 峰塚公園 羽曳野市立峰塚中学校体育館

　     ５月２４日(日) 放送センター 東京都狛江市 狛江市立狛江第一中学校グラウンド 狛江市立狛江第一中学校体育館

　     ６月　7日(日) 室蘭 北海道苫小牧市 中央公園 苫小牧市総合体育館

　     ６月１４日(日) 仙台 宮城県利府町 グランディ２１・宮城県総合運動公園 利府町総合体育館

　     ７月　５日(日) 福井 福井県大野市 城下町南広場 多田記念大野有終会館　多目的ホール

　     ９月２０日(日) 岐阜 岐阜県岐阜市 岐阜市立市橋小学校グラウンド 岐阜市立市橋小学校体育館

     １０月　４日(日) 横浜 神奈川県横浜市
※1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭

横浜赤レンガパーク 横浜武道館

     １０月１８日(日) 放送センター 東京都東久留米市 上の原グラウンド 東京ドームスポーツセンター東久留米（東久留米市スポーツセンター）
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開催中止

「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 

２０２０年度「夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」
「第５９回１０００万人ラジオ体操・みんなの体操祭」の全日程の開催を中止いたします。

備考

備考

「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 「第５９回１０００万人ラジオ体操・みんなの体操祭」

開催中止
発表済み

開催中止
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