
晴天会場 雨天会場

　    ７月２０日(土) 東京 東京都 墨田区 錦糸公園野球場 墨田区総合体育館

　    ７月２１日(日) 沖縄 沖縄県 南大東村 南大東村ふれあい広場 南大東村多目的交流センター

　    ７月２２日(月) 福岡 福岡県 田川市 こがねが丘陸上競技場 田川市総合体育館

　    ７月２３日(火) 佐賀 佐賀県 上峰町 上峰町立上峰小学校グラウンド 上峰町立上峰小学校体育館

　    ７月２４日(水) 甲府 山梨県 甲府市 甲府市緑が丘スポーツ公園競技場 山梨県緑が丘スポーツ公園体育館

　    ７月２５日(木) 鹿児島 鹿児島県 南さつま市 加世田運動公園陸上競技場 加世田運動公園体育館

　    ７月２６日(金) 宮崎 宮崎県 新富町 新富町総合文化公園中央広場 新富町体育館

　    ７月２７日(土) 旭川 北海道 中頓別町 中頓別町立中頓別小学校グラウンド 中頓別町立中頓別小学校体育館

　    ７月２８日(日) 東京 東京都 世田谷区
※1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

　    ７月２９日(月) 福島 福島県 桑折町 桑折町ふれあい公園 桑折町立醸芳中学校体育館

　    ７月３０日(火) 山形 山形県 米沢市 米沢市営人工芝サッカーフィールド 米沢市営多目的屋内運動場

　    ７月３１日(水) 青森 青森県 三戸町 関根ふれあい公園 三戸町民体育館

　    ８月　１日(木) 北見 北海道 網走市 網走市営陸上競技場 網走市総合体育館

　    ８月　２日(金) 宇都宮 栃木県 下野市 下野市大松山運動公園陸上競技場 石橋体育センター

　    ８月　３日(土) 静岡 静岡県 袋井市 小笠山総合運動公園・エコパスタジアム前エントランス広場 小笠山総合運動公園・エコパアリーナ

　    ８月　４日(日) 前橋 群馬県 甘楽町 甘楽町陸上競技場 甘楽町立甘楽中学校体育館

　    ８月　５日(月) 富山 富山県 富山市 富山県富岩運河環水公園親水広場 富山市総合体育館

　    ８月　６日(火) 金沢 石川県 羽咋市 羽咋市立羽咋中学校グラウンド 羽咋市立羽咋中学校体育館

　    ８月　７日(水) 名古屋 愛知県 弥富市 弥富市文化広場市民グラウンド 弥富市総合社会教育センター総合体育館アリーナ

　    ８月　８日(木) 岩手 岩手県 二戸市 二戸市シビックセンター多目的広場 二戸市総合スポーツセンター

　    ８月　９日(金) 秋田 秋田県 にかほ市 にかほ市象潟グラウンド にかほ市象潟体育館

　    ８月１０日(土) 新潟 新潟県 新潟市 西総合スポーツセンター多目的広場 西総合スポーツセンター大体育館

　    ８月１１日(日・祝) 札幌 北海道 蘭越町 蘭越町総合運動公園野球場 蘭越町総合体育館

　    ８月１２日(月・休) 鳥取 鳥取県 湯梨浜町 ハワイ夢広場 ハワイ夢広場

　    ８月１３日(火) 広島 広島県 三次市 みよし運動公園陸上競技場 みよし運動公園屋内テニスコート

　    ８月１４日(水) 大分 大分県 佐伯市 佐伯市弥生スポーツ公園多目的グラウンド 佐伯市立昭和中学校体育館

　    ８月１５日(木) 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） 玉名市桃田運動公園総合体育館

　    ８月１６日(金) 長崎 長崎県 大村市 ミライon図書館駐車場 大村市体育文化センター

　    ８月１７日(土) 松江 島根県 浜田市 浜田市陸上競技場 島根県立体育館

　    ８月１８日(日) 山口 山口県 長門市 長門市総合公園芝生広場 ながと総合体育館（ルネッサながとアリーナ）

　    ８月１９日(月) 大阪 大阪府 河南町 河南町立総合運動場 河南町立かなん桜小学校体育館

　    ８月２０日(火) 大津 滋賀県 甲賀市 甲賀市甲南グラウンド 甲賀市甲南体育館

　    ８月２１日(水) 横浜 神奈川県 大和市 大和スポーツセンター競技場 大和スポーツセンター第１体育室

　    ８月２２日(木) 東京 東京都 葛飾区 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館大体育室

　    ８月２３日(金) さいたま 埼玉県 行田市 行田市総合公園第2自由広場 行田市総合体育館

　    ８月２４日(土) 徳島 徳島県 板野町 町民スポーツガーデン 健康の館

　    ８月２５日(日) 高知 高知県 南国市 南国市立大篠小学校グラウンド 南国市立大篠小学校体育館

　    ８月２６日(月) 松山 愛媛県 松野町 道の駅虹の森公園まつの 松野町コミュニティセンター

　    ８月２７日(火) 千葉 千葉県 館山市 館山市立館山小学校グラウンド 館山市立館山小学校体育館

　    ８月２８日(水) 岐阜 岐阜県 揖斐川町 揖斐川健康広場(ビッグランド) 揖斐川健康広場(アリーナ)

　    ８月２９日(木) 神戸 兵庫県 朝来市 兵庫県立和田山高等学校グラウンド 兵庫県立和田山高等学校第1体育館

　    ８月３０日(金) 奈良 奈良県 田原本町 唐古・鍵遺跡史跡公園 田原本町立北中学校体育館

　    ８月３１日(土) 京都 京都府 京都市 岡崎公園 京都市武道センター

晴天会場 雨天会場

　     ５月１２日(日) 函館 北海道 北斗市 北斗市運動公園多目的広場 北斗市総合体育館

　     ５月２６日(日) 広島 広島県 安芸高田市 吉田運動公園グラウンド 吉田運動公園体育館

　     ６月　２日(日) 大阪 大阪府 東大阪市 東大阪市花園ラグビー場前噴水広場 東大阪市花園ラグビー場南側コンコース

　     ６月１６日(日) 水戸 茨城県 那珂市 那珂総合公園多目的広場 那珂総合公園アリーナ

　     ６月３０日(日) 仙台 宮城県 大郷町 大郷町野球場 フラップ大郷21

　     ７月　７日(日) 福井 福井県 勝山市 勝山市立野向小学校グラウンド 勝山市立野向小学校体育館

　     ９月　８日(日) 長野 長野県 下條村 下條村立下條中学校グラウンド 下條村立下條中学校体育館

　     ９月１５日(日) 静岡 静岡県 富士宮市 富士宮市芝川スポーツ広場 富士宮市芝川Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

　     ９月２９日(日) さいたま 埼玉県 加須市 加須市民運動公園 加須市民体育館

     １０月　６日(日) 沖縄 沖縄県 与那原町 与那古浜公園 与那原町立与那原中学校体育館

２０１９年度「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 実施地・会場一覧

午前6:30～6:40　ＮＨＫラジオ第1で全国放送
※ 詳しいことは、開催日が近くなりましたら、 最寄りの放送局までお問い合わせください。

夏期巡回・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会は、ＮＨＫ、全国ラジオ体操連盟、株式会社かんぽ生命保険の３者で共催で開催します。

実施日程
最寄り
放送局

実施地名
実施会場名

最寄り
放送局

実施日程 実施地名
実施会場名

２０１９年度「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」 実施地・会場一覧

http://www.nhk.or.jp/okinawa/
http://www.nhk.or.jp/fukuoka/
http://www.nhk.or.jp/saga/
http://www.nhk.or.jp/kofu/
http://www.nhk.or.jp/kagoshima/
http://www.nhk.or.jp/miyazaki/
http://www.nhk.or.jp/asahikawa/
http://www.nhk.or.jp/fukushima/
http://www.nhk.or.jp/yamagata/
http://www.nhk.or.jp/aomori/
http://www.nhk.or.jp/kitami/
http://www.nhk.or.jp/utsunomiya/
http://www.nhk.or.jp/shizuoka/
http://www.nhk.or.jp/maebashi/
http://www.nhk.or.jp/toyama/
http://www.nhk.or.jp/kanazawa/
http://www.nhk.or.jp/nagoya/
http://www.nhk.or.jp/morioka/
http://www.nhk.or.jp/akita/
http://www.nhk.or.jp/niigata/
http://www.nhk.or.jp/sapporo/
http://www.nhk.or.jp/tottori/
http://www.nhk.or.jp/hiroshima/
http://www.nhk.or.jp/oita/
http://www.nhk.or.jp/kumamoto/
http://www.nhk.or.jp/nagasaki/
http://www.nhk.or.jp/matsue/
http://www.nhk.or.jp/yamaguchi/
http://www.nhk.or.jp/osaka/
http://www.nhk.or.jp/otsu/
http://www.nhk.or.jp/yokohama/
http://www.nhk.or.jp/saitama/
http://www.nhk.or.jp/tokushima/
http://www.nhk.or.jp/kochi/
http://www.nhk.or.jp/matsuyama/
http://www.nhk.or.jp/chiba/
http://www.nhk.or.jp/gifu/
http://www.nhk.or.jp/kobe/
http://www.nhk.or.jp/nara/
http://www.nhk.or.jp/kyoto/
http://www.nhk.or.jp/hakodate/
http://www.nhk.or.jp/hiroshima/
http://www.nhk.or.jp/osaka/
http://www.nhk.or.jp/mito/
http://www.nhk.or.jp/sendai/
http://www.nhk.or.jp/fukui/
http://www.nhk.or.jp/nagano/
http://www.nhk.or.jp/shizuoka/
http://www.nhk.or.jp/saitama/
http://www.nhk.or.jp/okinawa/

