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このプログラムには、
世界卓球デー
の確立も含まれています。

はじめに
国際スポーツ連盟として、ITTFは世界各国
の卓球を管理する運営組織であり、その
基本的な使命の一つには、世界のあらゆ
る場所でこのスポーツが国際的に行われ
るよう促進することがあげられます。これ
をどうやって実現すべきか、どうやったら
誰にとっても卓球が身近なものになるか。
この課題はITTF開発プログラムを通じて、
1999年以降取り組まれてきましたが、今、
新しいアプローチが試されています。 

ITTFは、ポピュラー、ユニバーサル、そして
オープンなスポーツにするという目的を
掲げ、すべての人に向けたプラグラムの
ための卓球を展開しています。「すべての
人」とは、もっと多くの人、という意味です
が、それだけではなく、年齢、性別、社会的
地位、文化、身体能力といった観点におい
て、様々な人 と々いう意味も含みます。
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勝負を競うことよりも、人々が集まり、参加して楽しむことに焦点を置く、卓球をプレーできる喜
びを祝う日です。

世界卓球デー（WTTD）とは？

卓球の大好きな人たちが集まって、普段は卓球をしない人を引き寄せ、このスポーツへの情熱を促進
し、理想的には卓球初心者の人たちにも持続的にプレーしてもらえるようにすることです。 

WTTDの目的とは？
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4月6日、なぜならこの日は国連および国際オ
リンピック委員会によって、開発と平和のため
の国際スポーツデーと定められているためで
す。

WTTDはいつ？
その理由は？

次のWTTD は、
従って4月6日です。

「スポーツは世界共通の言葉、共通項となり、あらゆる壁
や障壁を取り除きます。世界的な産業として幅広い分野
に影響を与えることが可能です。何よりも、進化、そして
開発のための強力なツールです。」
–パン・ギムン氏、国連事務総長
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卓球への情熱を一
緒にお祝いしましょう
卓球をあらゆる人に、あらゆる場所で

他の人たちと情熱をシェア 
しましょう

ITTFは、卓球は競技という観点にとどまらず、
建設的な社会的変化、余暇の健康的で価値
のある有効利用、人々を引き合わせる機会、
さらに社会共生の手段であると確信してい
ます。

卓球には、さまざまな年齢、性別、スキル、身
体条件の人々が共にプレーすることができ
るという、独自の価値があります。人生を楽
しむためのスポーツです！



TABLE TENNIS FOR EVERYONE, EVERYWHERE

WTTDのとりまとめ責任者は?

大陸、国内および地方卓球連盟
国内オリンピック委員会
クラブ、NGO、ユースセンター
学校、高等学校、大学
スポーツ、健康または教育関連の全レベルの行政団体
工場、会社、その他労働環境 

友人グループ
あなた自身！

理想的にはそうですが
、もしその当日が無理
であれば、前後の週末
でも、平日でも可能で
す。
いちばん重要なのは、
とにかく実行すること
です。

下記の活動を組み合わせるなど、色々な形で行うことができますが、いちばん重要なのは、特に普段は
プレーしない、あるいは一度もプレーしたことがない人に、プレーしてもらうことです。

WTTDにできることは？

ゲーム
短時間の公開実演
参加者の一流プレーヤーへの挑戦（1または3ポイント）
短時間のレッスン
男女混合トーナメント
世代ゲーム
（祖父母～両親～子どものチーム構成）
車椅子トーナメント
著名人の出席

当日のプロによる卓球試合の公開
ライブや録音による音楽演奏
卓球ストロークやダンスを盛り込んだアクション
卓球グッズをかけた抽選会
通常の卓球トーナメント
クリエイティブに！

必ず4月6日でなけ
ればならない？
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競技を取りまとめるための簡単なゲームやシステ
ムについては以下のリンクを参考にしてください：

http://www.ittf.com/ittf_development/Breaking_D
own_Barriers/css/Breaking%20Down%20Barriers_c
ompressed.htm

http://www.ittf.com/ittf_development/Tops_Manua
l_org/css/Tops_Manual_org.htm
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公園
ビーチ
学校
大学
ショッピングモール
歩行者天国
工場

NGO

クラブ
スタジアム
象徴的な場所（エッフェル塔など国内で有名なスポット）
高層ビルの屋上など普段はスポーツイベントが行われないような場所
パブやバー
あらゆる場所で、クリエイティブに!

開催場所は？



カリスマ的な名人をセレモニーに招く

参加人数の最大化を図る

台が複数ある場合、台が不要な試合（リレー）や、大人数が一

台で参加できるゲームも構成する

普通はないような様々なポジションで台を組み合わせる（ダブ

ル台やミニ台、台脚を片側だけ上げて角度を変えるなど）

リングやコーン、プラスチックカップなど卓球に無関係のグッ

ズを使ったゲーム

可能ならロボットとの試合

通常より大きい、または小さいラケットやボールの使用

バナーやウェブサイトを使った近隣のクラブへの宣伝

ウィン・ウィンの機会にするため（非）関連イベントでWTTDを

組織

パートナーシップの促進！

事前の計画

野外イベントの場合、悪天候の場合を考慮したプランBの作成

スポーツ、健康、オリンピックやその他関連エリアの国内キャ

ンペーンへのリンク

卓球試合のモニター表示

十分な台数がなければ間に合わせで（「どんなテーブルでも卓

球はできる」）

メディアの注目を集める！

ソーシャルネットワークの使用！

ボランティアの参加

飲料水の提供

写真やビデオによるイベントの記録

すべきこと
勝負の重視

長時間の公開実演

受け身の見物

長いスピーチ

事前の不十分な準備！

すべきでないこと
ワンポイントアドバイス



12月                                            1月～2月                                        3月                                  4月6日

12月

3月

4月1月
～

2月

Start planning 

プラン作成開始 

明確な役割と目的を備えたチーム
および委員会（メディア、スポンサー、

パートナーシップ、物流、コーチ、その他）
を構成します。対象グループと場所を確定し
ます。
パートナーシップを築き組織や個人の関与をつ
のります。
イベントのITTFへの登録
以下のリンクをご利用ください：
www.tt4all.com

関連ウェブサイト（卓球連
盟、国内オリンピック委員会な

ど）およびソーシャルネットワーク
による宣伝の開始

チェックリストの確認 

実行して卓球を楽しみましょう！

ポスター、パンフレット、バナ
ーを作成します。

プレスリリースを定期的に送信しメデ
ィアの関与を図ります。
やってみよう
WTTDの数週間前から、戦略の一環としてク
ラブなどにドアを開放することをおすすめし
ます。
つまりその期間、誰でも自由にプレーできる
機会を設けます。利用者はWTTDに参加し、5
人以上の参加者を確保するなどの条件を設
定することもできます。

写真、クリップ、レポートをITTFに忘れずにお送りください！こ
ちらですべて公開します！

ワンポイントアドバイス

どんな 
テーブル
でも
卓球は
できる

卓球をあらゆる人に、
あらゆる場所で



卓球を
あらゆる人に、
あらゆる場所で

台、ネット、ラケット、ボール
オーディオシステム
フェンス
WTTDバナー
近隣クラブのリストとそのウェブサイトへのリンク
を記載したポスター

必要な基本備品

WTTDの資金調達例：
行政機関
民間企業
抽選、くじ、募金など
Tシャツ、ステッカー、帽子など販促グッズの販売
ブースレンタル
特定の試合への参加チケットの発行：一流プレ
ーヤーからの3サービスリターンで賞を獲得など

イベントの資金調達

登録されたイベント責任者は、WTTDロゴ、編集用ポスター、編集用バナー、Tシ
ャツデザインを含むデジタルパッケージをITTFから受け取ります。

販促パッケージ



ご意見、ご質問、助言、ご感想は、
こちらまでお送りください：

april6@ittf.com

画像協力：Pongathon.com (www.nadiaelphotography.com)

世代混合
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