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【ノミネート作品（10 自治体）】

去年の対戦結果と目標

対戦相手の紹介

和泊町は、鹿児島市から南へ552ｋｍ、北緯27度線に浮かぶ、隆起サン

ゴ礁でできた沖永良部島の北東に位置しています。近年では、大河ドラマ

「西郷どん」で注目を集めた西郷隆盛翁の有名な教え、「敬天愛人」の発祥

の地として知られ、その教えが島の教育、文化に影響し、祖先を敬い、勤労

を尊び、明るく豊かな心を育み、花を愛で育てる風土の受け継がれる町です。

町の面積が、40.39K㎡で、人口6,504人、花卉（かき）園芸を中心に生産性の高い農業に取

り組んでおり、「えらぶユリ」や「スプレーキク」といった花卉類、県認定ブランド「春の

ささやき」バレイショやサトウキビと畜産等の複合経営を行っています。恵まれた海の資源

を活用したタラソテラピーを整備し、町民の健康づくりにも積極的に取り組まれています。

鹿 児 島 県 和 泊 町

花卉園芸を中心
とした農業

「えらぶユリ」

TOWN WADOMARI

和泊町

人口 参加者数 参加率 アワード 勝敗

6,612人 4,432人 67.0％ WIN金メダル

昨年の成績

※詳しい運動のメニュー・報告手順・報告先は中面に記載しております。

VS真鶴町
TOWN MANAZURU

和泊町
TOWN WADOMARI※対戦相手と参加率を競います。

（参加人数 / 人口）

15 分間以上
運動をする

1
Step

報告する

2
Step

【ウォーキング】や【体操】等 投票用紙 電話・FAX WEB

【中川一政美術館】【遠藤貝類博物館】の入館料が無料。参加特典

2019

チャレンジデー参加方法

西郷隆盛謫居の地
「敬天愛人」

2019.5.29

金メダル

真鶴町 

人口 参加者数 参加率 アワード 勝敗

枝幸町

7,425 人 4,675 人 62.70% 金メダル WIN

8,330 人 5,207 人 62.50% LOSE

2018

70％目標
参加率

去年の参加人数

あと

目標の参加率達成

4,6755,134
目標に必要な参加人数
※2019年1月時点での人口「7334人］を参照

人 人
人で

- = 459

オール真鶴で
目標参加率を
めざそう！！

わどまりちょう

主催／米沢市チャレンジデー実行委員会

スポーツで元気なまちづくり！
全国一斉開催

誰でも、どこでも、気軽に参加できる地域住民の健康づくりやまちづくりを目的としたスポーツイベントです

in米沢
2019年5月29日開催日時

対戦相手

水

対戦相手

山口県宇部市 山形県米沢市VS宇部市宇部市宇部市 山形県VSVSVSVSVSVSVS

15分間以上なら、
どんな

運動・スポーツ
でもOK！

午前0時～午後9時 米沢市直江兼続
マスコットキャラクター
米沢市直江兼続
マスコットキャラクター

山口県宇部市
イメージキャラクター

「チョーコクン」
山口県宇部市
イメージキャラクター

「チョーコクン」

米沢市前田慶次
マスコットキャラクター
米沢市前田慶次
マスコットキャラクター

©aki okano©aki okano

15分間以上体を動かす！
午後9時30分まで報告！

※報告方法は裏面をご覧ください

松田町内で15分以上、運動をする！

参加報告をする！ 報告方法は4種類！

TEL 0465-83-7021 （8：30～21：30）

TEL 0465-84-5544 （8：30～17：15）
電話をする！1

報告用紙を集計ボックスに入れる！4

FAXをする！ FAX 0465-44-46852

https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/challengeday/

松田町ホームページから！3 松田町 チャレンジデー 検索

松田町公式ホームページ

参 加方 法

集 計 ボ ッ ク ス 設 置 場 所

お休み処「つむGO」

8：00～21：00

コスモス館

8：30～16：30

セブンイレブン小田急新松田店

9：00～21：00

さがみ信用金庫 松田支店

横浜銀行 松田支店

9：00～15：00

まちの駅あしがら

9：30～18：00

0：00～21：00
町体育館

ファミリーマート松田町店

ファミリーマート新松田店

セブンイレブン松田惣領店

8：30～16：30
松田山ハーブガーデン

8：30～17：00
町健康福祉センター

9：00～15：00
JAかながわ西湘 松田支店

松田郵便局

9：00～17：00
足柄上病院

9：30～18：00
すやまストア

松田

地区

0：00～21：00

町役場

町民文化センター
寄自然休養村管理センター

寄七つ星ドッグラン

9：00～17：00

寄出張所

8：30～17：00寄

地区

この他にも町内各所に設置しています。

松田町チャレンジデー2019に参加しました！

男性（　　　　　）名　　　　女性（　　　　　）名

（　　　　　　　　　）自治会

キ リ ト リ 線 （ FAX の 場合 は キ リ ト リ 不要 ）

時間は自治会により異なります

各地域集会施設

各

自治会

まつだ茶レンジくん

役場

周辺

駅

周辺

分

どこでも
参加

できる！

9
午前0時～午後9時まで

チャレンジデーに

関するお問合せ

松田町チャレンジデー実行委員会事務局 （松田町 子育て健康課 健康づくり係）

TEL 0465-84-5544 FAX ０４６５ -44-4685

チャレンジデーをきっかけに、 子どもから大人まで松田町民のだれもが運動やスポーツを通して健康

に関心をもち、 運動やスポーツを習慣化することを目指します。 さらに、 健康を意識して自ら健康づく

りに取り組んでいる “元気” で “いきいき” とした町民を増やします！

事前予約
不要！

当日参加
OK!

※画像はイメージです。 ※プレゼント品は写真と異なる場合があります。
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チャレンジ
デー

チャレンジ
デー2019

プレゼント！
参加賞

ばんそうこう

おりがみ

わが町

松田町
めざせ勝利！めざせ金メダル！

実施回数

6回目

人口 10,928人

秋田県

五城目町
ご 　 　 　 じ ょ う 　 　 　 め 　 　 　 ま ち

対戦相手

実施回数

12回目

人口 9,295人

VS

めざせ！健康の メダル！

松田町

まつだ茶レンジくん

目的

または

赤ちゃんから年輩の方までどなたでも
15分以上の運動をして、報告しよう！

京都府今年の対戦は

市民の参加率（％）を競い合います！
関市   福知山市vs

全国一斉開催!!

5月29日 
午前0時～午後9時まで
5月29日 
午前0時～午後9時まで

水

スポーツの力で日本を元気に！！

どんな運動でもOK!
関市チャレンジデー実行委員会事務局（関市スポーツ推進課内）  TEL 0575-23-7766主 催

◎スポーツ施設はもちろん、職場や学校、広場、自宅など、どこでもどんなスポーツ、運動でも体を動かせばOKです。

報告がないと参加率にカウントされません。注

20192019

せきせき
チャレンジデーチャレンジデー

スポーツ
イベントも開催！

みんなで15分の
運動をして地域を
元気にしよう！！

みんなで参加！！
チャレンジデー！

SEKI CHALLENGE DAY 2019

市民総参加型のスポーツイベント！
スポーツ・運動を楽しみ、
健康づくり、体力づくり、仲間づくり

① 大槌町  岩手県

③ 美郷町  秋田県

⑤ 寒川町  神奈川県

⑦ 真鶴町  神奈川県

⑨ 京丹後市  京都府

② 大仙市  秋田県

④ 米沢市  山形県

⑥ 松田町  神奈川県

⑧ 関市  岐阜県

⑩ 大任町  福岡県

元気な色合いのチラシで、地元
の方言「やっぺし！」で参加を
促しています。また、限られた
スペースで開催プログラムや対
戦自治体の情報などがコンパク
トにまとめられています。

チャレンジデ―の開催概要と目
標が分かりやすく表現されてい
ます。加えてさまざまな世代が
スポーツをするイラストが目を
ひく、明るい印象を与えるチラ
シでした。

チャレンジデー担当の皆さんの
躍動感あふれるジャンプが青空
に映えていて、非常に印象的で
した。

真鶴町の港を全面にアピールし
た写真でクールな印象を与え、
スマートフォンのウィジェット
のようなアイコンを上手に活用
したチラシでした。

ルール、参加方法、プログラム、
Q&A、参加特典の説明など、コ
ンパクトに情報がまとまってお
り、黄色を用いた非常に目を引
くデザインのチラシでした。

地域内のお店で使用できるクー
ポン券がついており、対象店舗
でドリンクサービスを受けられ
るなど、地域経済にも一役買う
ユニークな取り組みとしてチラ
シが活用されていました。

子どもたちの元気な写真とブ
ルーの背景がマッチしていて、
米沢市のキャラクターだけでな
く、対戦相手のキャラクターも
活用することで非常に賑やかな
チラシになっていました。

「まつだ茶レンジ」くん（松田町
名産のお茶とオレンジとチャレ
ンジデーの組合せ）というチャ
レンジデーのオリジナルキャラ
クターがチラシに活用され、特
徴的でした。

さまざまなスポーツをしてる様
子のかわいらしいイラストがた
くさん用いられており、非常に
賑やかで元気なチラシでした。

夜空のイラストが非常に綺麗
で、思わずナイトウォーキング
に参加したくなるようなチラシ
でした。


