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きいちゃんブログ

きいちゃんブログを紀の国わかやま
国体ホームページ内に開設しました。 
“きいちゃん隊長”率いるキャラバン
隊の活躍を紹介しています。 



みんなの国体
県民のアイデアとエネルギーを活かし、
県民全員が参加するみんなの国体にしよう1

ぬくもりのある国体
来県者をおもてなしの心で迎え、和歌山の魅力を伝える
ことで、和歌山のぬくもりと感動がつまった国体にしよう3

みんなで県民運動を盛り上げよう!

躍動する国体2 スポーツとの様々な関わりを通じて、心豊かでたくましい人
と活力に満ちた地域をはぐくむことで、人と地域が躍動する
国体にしよう

３つの県民運動基本目標

ボランティア編
募金・企業協賛編
ボランティア活動に参加
しよう。
また、国体募金や
企業協賛で大会を
支えよう（P5～6）

クリーンアップ運動編
競技会場や道路、海岸、河
川等をごみ一つない状態
にして来県者をお迎えし
よう。（P9～10）

県民総参加編
みなさんのアイデアと
エネルギーを集結し、県
民総参加の国体にしよ
う（P3～4）

花いっぱい運動編
総合開・閉会式会場や競技
会場、主要道路・駅・空港・高
速道路ＳＡなどを花や緑で
いっぱいにしよう（P7～8）県

民
総
参
加
に
よ
る

国
体
の
実
現
を
！

健康・体力づくり編
国体開催に向けて、心身の健康・
体力づくりを実践しよう
（P13～14）

おもてなし運動編
全国から和歌山を訪れる
方々を温かくもてなし、心
のこもった歓迎をしよう
（P15～16）

紀の国わかやま国
体では、県民の皆

さ

んが気軽に参加・
参画できる運営ボ

ラ

ンティアやおもて
なし活動、花いっ

ぱ

い運動などたくさ
んの県民運動が

始

まります。皆さん
のアイデアとエネ

ル

ギーで、いつまで
も心に残るまごこ

ろ

のこもった大会に
しましょう！

国体を盛り上げる
のは

あなたです！

スポーツ・レクリエーション編
一人ひとりがスポーツを「する」
「みる」「支える（育てる）」活動に
取り組み、スポーツに親しもう
（P11～12）

魅力発信編
豊かな自然や歴史、観光名所や特
産品など、多くの魅力にあふれた
和歌山を全国に発信しよう
（P17～18）企業 地域 NPO

学校

1



みんなの国体
県民のアイデアとエネルギーを活かし、
県民全員が参加するみんなの国体にしよう1

ぬくもりのある国体
来県者をおもてなしの心で迎え、和歌山の魅力を伝える
ことで、和歌山のぬくもりと感動がつまった国体にしよう3

みんなで県民運動を盛り上げよう!

躍動する国体2 スポーツとの様々な関わりを通じて、心豊かでたくましい人
と活力に満ちた地域をはぐくむことで、人と地域が躍動する
国体にしよう

３つの県民運動基本目標

ボランティア編
募金・企業協賛編
ボランティア活動に参加
しよう。
また、国体募金や
企業協賛で大会を
支えよう（P5～6）

クリーンアップ運動編
競技会場や道路、海岸、河
川等をごみ一つない状態
にして来県者をお迎えし
よう。（P9～10）

県民総参加編
みなさんのアイデアと
エネルギーを集結し、県
民総参加の国体にしよ
う（P3～4）

花いっぱい運動編
総合開・閉会式会場や競技
会場、主要道路・駅・空港・高
速道路ＳＡなどを花や緑で
いっぱいにしよう（P7～8）県

民
総
参
加
に
よ
る

国
体
の
実
現
を
！

健康・体力づくり編
国体開催に向けて、心身の健康・
体力づくりを実践しよう
（P13～14）

おもてなし運動編
全国から和歌山を訪れる
方々を温かくもてなし、心
のこもった歓迎をしよう
（P15～16）

紀の国わかやま国
体では、県民の皆

さ

んが気軽に参加・
参画できる運営ボ

ラ

ンティアやおもて
なし活動、花いっ

ぱ

い運動などたくさ
んの県民運動が

始

まります。皆さん
のアイデアとエネ

ル

ギーで、いつまで
も心に残るまごこ

ろ

のこもった大会に
しましょう！

国体を盛り上げる
のは

あなたです！

スポーツ・レクリエーション編
一人ひとりがスポーツを「する」
「みる」「支える（育てる）」活動に
取り組み、スポーツに親しもう
（P11～12）

魅力発信編
豊かな自然や歴史、観光名所や特
産品など、多くの魅力にあふれた
和歌山を全国に発信しよう
（P17～18）企業 地域 NPO

学校

2



県民歌を覚えてみんなで歌おう！

写真や作文・絵画コンクールへ参加しよう！

和歌山県民歌のCDジャケット

山口国体絵画コンクール入賞作品

県ホームページから楽譜や音楽ファイルを配信していますので、みんなで県民歌を覚えて、
歌おう！

国体開催に向けて、スポーツや県民運動などをテーマとした写真や絵画・作文コンクールが
開催されますので、みんなで参加しよう！

和歌山県県民生活課 ＮＰＯ・県民活動推進室　☎ 073-441-2369

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

1

2

国体開催に向け、県民のアイデアとエネルギーを集結することで、
喜びや感動を分かち合える県民総参加の取組を展開します。

～ 県民総参加編 ～1みんなの国体
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公共交通機関を活用しよう！

交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践しよう！

バリアフリーのまちづくりをすすめよう！

わかやま電鉄貴志川線の「たま電車」 バスによる通勤・通学

交通安全フェア 2010 わかやま

自動車の利用を見直して、公共交通機関や自転車を積極的に活用しよう。
また、国体開催期間中においてもマイカーを自粛し、スムーズな国体運営に協力しよう！

マナーＵＰで交通事故ゼロ！！安全・安心な和歌山をアピールしよう！

ちょっとした心づかいで、高齢者や障害の
ある人、子どもたちなど、みんなにやさし
いまちづくりを進めよう！

和歌山県県民生活課　☎ 073-441-2350

和歌山県障害福祉課　☎ 073-441-2531

和歌山県総合交通政策課　☎ 073-441-2343

3

4

5

Designed by Eiji Mitooka+Don Design Associates
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ボランティアに参加しよう！

式典等に参加しよう！

H23 山口国体での運営ボランティア

H23 山口国体におけるイメージソングダンス

H23 山口国体での要約筆記（パソコン）ボランティア

H23 山口国体における県民パフォーマンス（郷土芸能）

県や市町村の準備（実行）委員会では、総合開・閉会式や競技会場の運営ボランティアを
はじめ、手話・要約筆記等の情報支援ボランティアなど各種専門ボランティアを募集してい
きます。あなたもボランティアとして参加しよう！

国体の総合開・閉会式のオープニングイベントなどにご参加いただける方を募集していきます。
全国の人に郷土芸能やダンスなどを披露しよう！

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

和歌山県競技式典課　☎ 073-441-2577

1

2

総合開・閉会式や競技会を支えるボランティアとして多くの県民の方々に参加していただく
ことで、スポーツによる躍動や歓喜を共有し、県民の絆を深めるとともに、紀の国わかや
ま国体が人情あふれる心のこもった大会となることをめざします。

～ ボランティア編 ～
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きいちゃん募金に参加しよう！

企業協賛で支援しよう！

「きいちゃん募金」
募金箱は、県・市町村などの公共施設などに設置しています。
また、専用の納付書は、県内主要金融機関へ配置しています。
※募金の税制上の措置
　法人の場合…法人税法に基づき、寄附金の全額を損金に

算入することができます。
　個人の場合…所得税法及び地方税法に基づき、寄附金額

から２千円を控除した額が所得税及び住民税
の寄附金控除の対象となります。

きいちゃん募金箱

H23 山口国体での協賛企業掲載看板 H23 山口国体での企業協賛シール付飾花プランター
※協賛金は、広告宣伝費として損金算入ができます。

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会をより多くの皆さまに支えていただく取組として
「きいちゃん募金」を実施しています。募金は、両大会を支えるボランティア活動や県民運
動等の経費に活用させていただきますので、皆さまのご協力をお願いします！

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会に協賛いただける企業・団体を募集
していきます。企業協賛制度は、企業・団体の皆さまに協賛金や物品の提供等
をいただき、両大会を支えていただく制度です。協賛金は、協賛企業等のイメー
ジや知名度の向上に資する広報活動費等に活用されます！

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2579

1

2

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2579

紀の国わかやま国体及び紀の国わかやま大会の開催気運を高め、両大会の花いっぱい運動
などの県民運動やボランティア活動などの運営経費に活用するための募金活動を推進すると
ともに、協賛企業を募集します。

～ 募金・企業協賛編 ～
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和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578
和歌山県県民生活課 NPO・県民活動推進室　☎ 073-441-2369

和歌山県果樹園芸課　☎ 073-441-2904

県立紀央館高校の生徒参加による道路敷植花古座川町での植樹活動

蓬莱小学校児童による植花（新宮市みんなの協議会
主催の JR新宮駅前花壇オープニングセレモニー）

花づくり団体「神子浜花壇」による植花

まちを花や緑でいっぱいにしよう！

総合開・閉会式会場や競技会場、主要道路・駅・空港・高速道路ＳＡなどを花や緑でいっぱ
いにして来県者をお迎えします。また、花や緑を愛する心を育てるとともに、まちが花や
緑でいっぱいの豊かな環境づくりを推進します。

～花いっぱい運動編～

花の育て方ガイドブックを配布し、花づくり教室を開催していきます。みんなで花を育て、
花や緑にあふれるまちづくりを進めよう！

1
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国体会場を花いっぱい・緑いっぱいにして、国体選手団をはじめとする来県者を
もてなそう！花いっぱいのおもてなしって素敵だね♪

H23 山口国体での歓迎飾花 H23 山口国体での巨大装花前で記念撮影
する和歌山県選手団

H23 山口国体競技会場での選手歓迎花壇と歓迎飾花

総合開・閉会式会場や競技会場を花や緑で飾ろう！2

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578
和歌山県県民生活課 NPO・県民活動推進室　☎ 073-441-2369

和歌山県果樹園芸課　☎ 073-441-2904
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和歌山県環境生活総務課　☎ 073-441-2674

ごみの分別を徹底して、限りある資源を有効利用しよう！

和歌山城に設置されている分別ごみ箱H23 山口国体競技会場の分別ごみ箱

2
ごみの分別を徹底しよう！

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

県内各地域で一斉にクリーンアップ活動を実施します。みんなで参加して、きれいな
和歌山で来県者をお迎えしよう！

H23 山口国体競技会場での清掃ボランティア

県内一斉クリーンアップに参加しよう！

競技会場や道路、海岸、河川等をごみ一つない状態にして来県者をお迎えします。
また、地域の環境美化運動を定着させ、クリーンな環境づくりを推進します。

～クリーンアップ運動編～

1
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和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

環境学習をすすめよう！

県立向陽中学校における環境学習

和歌山大学附属小学校における環境学習

和歌山県環境生活総務課　☎ 073-441-2690

講演会、研修会、学習会等に環境の専門家（環境学習アドバイザー）を招いて、
環境についての理解を深めよう！

みんなで協力してもっときれいな和歌山に！普段からの取組を広げていこう！

市民によるリフレッシュ瀬戸内クリーン
アップ活動（和歌山市加太海岸）

紀三井寺公園・緑道愛護会による紀三井
寺公園（旧紀三井寺緑地）の清掃

市民による田辺湾クリーン作戦
（田辺市天神崎）

浜ノ瀬河川愛護会による
美浜町西川の清掃

環境美化運動を推進しよう！3

4
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スポーツ・レクリエーションイベントに参加しよう！

総合型地域スポーツクラブ「くちくまのクラブ」の
スポーツチャレンジデー

九度山町におけるなぎなた教室

総合型地域スポーツクラブ「下津スポーツクラブ」
によるカローリング大会

きいちゃんも飛びたいワン
（紀の川市パラグライダー・
ハンググライダー体験会）

レスリングカーニバル in 那智勝浦町

気軽に参加できるスポーツ教室やスポーツイベントが開催されています。あなたに合った
スポーツにトライしてみよう。また、あなたのまちで、国体の正式競技や公開競技、デモン
ストレーションスポーツが行われます。各種スポーツの体験会が開催されますので、あなた
も参加してみよう！

和歌山県スポーツ課　☎ 073-441-3690

1

国体開催を契機として県民のスポーツ活動への参加に対する気運醸成を図り、県民一人ひ
とりがスポーツを「する」「みる」「支える（育てる）」ための環境整備をより一層充実させ、
スポーツ活動に親しめるよう取り組みます。

～ スポーツ・レクリエーション編 ～2躍動する国体
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国体ダンスを踊ろう！

児童生徒のみんなも体力アップ！

H23 山口国体総合開会式オープニングイベントでの園児によるダンス

紀の川市立貴志川中学校における、
きのくにチャレンジランキング（連続チームジャンプ）

車椅子バスケットボールの試合
（和歌山市「琴の浦バスケットボールクラブ」対大阪チーム）

みんなが踊れる楽しい国体ダンスを覚えて、運動会や地域イベントで踊ろう♪

県内各地で障害者スポーツに関する教室や各種イベントを開催しています。
障害者スポーツについて、もっと知ろう。そして参加してみよう！

児童生徒のみんなの体力アップを目指して、「きのくにチャレンジランキング」の取組を行っ
ているよ。国体をきっかけにスポーツをはじめてみるのもいいね♪さあ、仲間を誘ってレッツ・
チャレンジ！

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

和歌山県健康体育課　☎ 073-441-3693

2

3

障害者スポーツをひろめよう！

和歌山県障害福祉課　☎ 073-441-2533

4
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健康・体力づくりをしよう！

紀の国わかやま 1万人健康リレーウォーク

健康づくりのための体力測定
（県内老人クラブ会員の皆さん）

世界遺産高野山ツーデーマーチにおける
ウォーキング（世界遺産高野山ツーデー
マーチ実行委員会主催）

和歌山県がん検診車「あんしん号」

店舗内禁煙ステッカー

健康づくりには、禁煙や健康診断受診など日頃からの取組が大切です。
国体開催をきっかけにして、日常生活に運動を取り入れ、国体選手に負けない健康なからだ
をつくろう！

和歌山県健康推進課　☎ 073-441-2656
和歌山県長寿社会課　☎ 073-441-2520

1

心豊かでたくましい人を育み、活力に満ちた地域をつくるため、県民が実践する心身の健康・
体力づくりを応援します。

～ 健康・体力づくり編 ～
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健全な食生活を実践しよう！

毎日をいきいきと過ごせるよう、食育に取り組み、地域の食材を使った、栄養
バランスのよい食事を心がけよう！

2

和歌山県果樹園芸課　☎ 073-441-2900
　和歌山県健康推進課　☎ 073-441-2656

　和歌山県食品・生活衛生課　☎ 073-441-2622
　和歌山県健康体育課　☎ 073-441-3694

わかやま食と健康フェアにおける、「見てなっとく！～
紀州わかやま～食事バランスガイド」の料理展示

わかやま食と健康フェアにおける、食生活改善推進員
による試食

「和歌山まるごと食体験事業」における、日高川町内の
小学生による梅加工体験

和歌山県の特産物を取り入れた給食
（鯨の竜田揚げ、高野豆腐の含め煮、みかんなど）

食の安全・安心に関する意見交換会

14



あいさつ運動、おもてなし運動に参加しよう！

競技会場等で選手を応援しよう！

3
全国から和歌山を訪れる方々を温かくもてなし、こころのこもった歓迎を行います。

ぬくもりのある国体
～ おもてなし運動編 ～

新宮市みんなの協議会による、あいさつでつながる
まちづくり運動（あいまち運動）

H23 山口国体の開会式入場行進における、
都道府県選手応援団

おもてなしアドバイザー派遣事業研修会

H23 山口国体競技会場における選手応援

元気なあいさつや声かけで、来県者や国体選手団の皆さんを、心を込めて出迎えよう !

全国から和歌山に集う選手団を力強く応援しよう。選手もスタンドからの声援でパワーを
もらいます。競技会場の観客席から見る試合はきっとすごい迫力だよ !

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578
和歌山県観光振興課　☎ 073-441-2777

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

1

2
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手作りのぼりや案内板をつくろう！

民泊でもてなそう

H23 山口国体での民泊

H23 山口国体における歓迎のぼり H23 山口国体における商店街案内マップ

学校や地域でつくった個性豊かな都道府県応援のぼりや案内板を、全国から来る国体選手団
も楽しみにしています。地域ならではの歓迎を行って、思い出に残る国体にしよう !

選手や監督が一般家庭に宿泊することを民泊といいます。昭和 46 年の黒潮国
体では、民泊により選手と地元住民の温かい交流がありました。今回も選手団
を温かくもてなそう！

和歌山県施設調整課　☎ 073-441-2576

和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

3

4
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和歌山県観光振興課　☎ 073-441-2775

和歌山県は、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」など、豊かな自然や歴史、
観光名所などの宝庫です。多くの来県者に和歌山を体験・満喫してもらおう！

和歌山の魅力を全国に紹介しよう！

豊かな自然や歴史、観光名所や特産品など、多くの和歌山の魅力を全国に発信します。
また、紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会の開催情報を各種メディアを活用して発
信します。

～魅力発信編～

1

和歌山県観光ＰＲ
シンボルキャラクター
わかぱん
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和歌山の特産品や郷土料理を紹介しよう！

ご当地スイーツ“わかやまポンチ”
ロゴマーク

和歌山県優良県産品
（プレミア和歌山）
推奨マーク

和歌山県食品流通課　☎ 073-441-2819
和歌山県企業振興課　☎ 073-441-2841

国体で和歌山県を訪れる来県者に美味しい「わかやま産」を味わっていただき、
“元気はつらつ”になってもらおう！

きのくにスポーツフェスティバル 2010
紀の国わかやま国体広報紙、
きいちゃんブログ、
和歌山県ホームページ

和歌山県広報課　☎ 073-441-2032
和歌山県総務企画課　☎ 073-441-2578

ホームページや国体広報紙などで、国体の最新情報をお届けしています。あな
たのまちでも、地域ならではの国体情報を発信しよう！また、国体に向けた各種
イベントに参加しよう！

紀の国わかやま国体を発信しよう！3

2
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主 　 催	 公益財団法人日本体育協会　文部科学省　和歌山県
	 ※各競技会については、公益財団法人日本体育協会加盟競技団体及び開催地市町村を含む。
開催年・開催時期等	 平成 27（2015）年9月中旬～10月中旬（このうちの11日間以内を予定）
実 施 予 定 競 技	 正式競技…３７競技　特別競技…１競技　公開競技…４競技

このほか、県民誰もが参加できる「デモンストレーションとしてのスポーツ行事（デモスポ行事）」や「文化プロ
グラム」も実施

「紀の国」は、万葉の時代より和歌山を表す言葉として使
われ、今も県民に親しまれ、さまざまな場面で使われてい
る言葉です。第70回国民体育大会が和歌山県で開催され
ることを明確に示す「わかやま国体」に「紀の国」を付け
た愛称が県民に親しまれるとともに、「紀の国」を全国に発
信します。

大 会 愛 称
（ロゴデザイン）

活力に満ちたふるさとづくりに寄与する大会の実現を通
じ、和歌山の元気・活力・躍動感を全国にアピールすると
ともに、大会に参加するすべての人が躍動し、歓喜する。
そこに交流が生まれ、絆が深まるような大会を目指すこと
をイメージしています。

スローガン 躍動と歓喜、そして絆

紀州犬をモチーフにした元気いっぱいのマスコット。体
の緑色のマークは、和歌山の頭文字Ｗと豊かな緑を表現。
生まれ育った和歌山の自然とスポーツが大好き。いろん

なことにチャレンジして、たくさんの人と友だちになりた
いと思っています。頑張る人を応援し、紀の国わかやま国
体を盛り上げていきます。

マスコット 愛称：きいちゃん

　会場地市町村 ●	正式競技・特別競技
■	公開競技・デモンストレーションスポーツ
※馬術、ライフル射撃（CP除く）、クレー射撃については検討中

平成２４年４月１日現在

県外開催の競技
　　大阪府	門真市　●水泳（飛込・シンクロ）
　　滋賀県	大津市　●ボート

紀の国わかやま国体の概要

有田川町

●サッカー　●ハンドボール　●ソフトボール
■綱引〈公開競技〉　■パラグライダー・ハンググライダー　■ビリヤード　■ペタンク

●ハンドボール
●バドミントン
●ボウリング

■ウォークラリー

●ホッケー

■ビーチボールバレー

●バレーボール
●軟式野球

和歌山市

由良町

日高町

美浜町

御坊市

紀の川市

岩出市

●バスケットボール　●銃剣道
■カローリング　■日本拳法
■武術太極拳　　■バウンドテニス

■パワーリフティング〈公開競技〉

●軟式野球　■スポーツ吹矢

●軟式野球　■近代３種

海南市

湯浅町

有田市

広川町

総合開・閉会式
●陸上競技
●水泳（競泳・水球）
●テニス
●体操（競技・新体操）
●バスケットボール
●セーリング
●ウエイトリフティング
●ハンドボール
●自転車（トラック）
●相撲
●フェンシング
●柔道
●ライフル射撃（CP）
●高等学校野球（硬式）〈特別競技〉
■サーフィン

●なぎなた

●ホッケー
■ゲートゴルフ
■パークゴルフ

九度山町

紀美野町

太地町
■ウォークラリー

■リレーション３（３人制ゲートボール）
■スポーツチャンバラ

●カヌー（スラローム・ワイルド）

●サッカー
●高等学校野球（軟式）〈特別競技〉

●サッカー
●ボクシング
●軟式野球
●弓道
■合氣道
■インディアカ
■キンボールスポーツ

●カヌー（スプリント）
●アーチェリー

■ゲートボール〈公開競技〉
■3B体操

北山村

新宮市

田辺市

日高川町

高野町

●ゴルフ
■オリエンテーリング

かつらぎ町

●サッカー　　　●バレーボール
●ソフトボール　■ソフトバレーボール
■庭球野球TE-YA

橋本市

●ゴルフ
●自転車（ロード）

●サッカー　●軟式野球
●ラグビーフットボール

●ソフトテニス　●卓球　●空手道
■ビーチフットボール

■ウォーキング

印南町

上富田町

白浜町 古座川町

●サッカー　●ラグビーフットボール
●高等学校野球（軟式）〈特別競技〉

串本町

●レスリング　●剣道
那智勝浦町

●軟式野球　●山岳
みなべ町

■グラウンド・ゴルフ〈公開競技〉
すさみ町
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市町村名 担当課室 電話番号

和歌山市 総務公室総務部国体推進課 073-435-1317

海南市 教育委員会生涯学習課国体準備室 073-492-3364

橋本市 企画部国体推進室 0736-33-1111（代）

有田市 教育委員会生涯学習課 0737-83-1111（代）

御坊市 教育委員会生涯学習課 0738-23-5525

田辺市 教育委員会スポーツ振興課国体準備室 0739-33-9001

新宮市 教育委員会生涯学習課 0735-23-3366

紀の川市 国体対策局国体対策課 0736-64-0535

岩出市 市長公室国体準備室 0736-62-2141（代）

紀美野町 教育委員会生涯学習課 073-489-5915

かつらぎ町 教育委員会国体推進室 0736-22-0303（代）

九度山町 教育委員会社会教育課 0736-54-2019（代）

高野町 教育委員会 0736-56-3050

湯浅町 まちづくり企画課 0737-63-2525（代）

広川町 教育委員会 0737-63-1122（代）

有田川町 教育委員会社会教育課 0737-52-2111（代）

美浜町 教育委員会教育課 0738-22-7309

日高町 教育委員会教育課 0738-63-3812

由良町 教育委員会教育課 0738-65-1800

印南町 教育委員会教育課 0738-42-1700

みなべ町 教育委員会教育学習課 0739-74-3134

日高川町 まちみらい課 0738-22-2041

白浜町 総務課 0739-43-5555（代）

上富田町 教育委員会生涯学習課 0739-47-5930

すさみ町 周参見公民館 0739-55-3037（代）

那智勝浦町 教育委員会国体準備室 0735-52-4686

太地町 教育委員会 0735-59-2335

古座川町 教育委員会 0735-72-3344

北山村 教育委員会 0735-49-2331

串本町 教育委員会教育課 0735-62-0006（代）

市町村国体担当課室一覧（平成24年4月１日現在）
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みんなで県民運動を盛り上げよう!
紀の国わかやま国体に関する情報満載!!

http://www.wakayama2015.jp/
第70回国民体育大会ホームページ

第70回国民体育大会和歌山県準備委員会事務局 
（和歌山県総務企画課） 

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
TEL.073-441-2015　FAX.073-427-5377 
URL　http://www.wakayama2015.jp/ 
E-mail   wakayama2015@onyx.ocn.ne.jp

県民運動パンフレット

第70回国民体育大会和歌山県準備委員会

1.みんなの国体
（1）県民総参加 ……………………
（2）ボランティア …………………
（3）募金・企業協賛 ………………
（4）花いっぱい運動 ………………
（5）クリーンアップ運動……………

【具体的取組の紹介】
県民総参加による国体（３つの県民運動基本目標）… 1

3

5

6

7

9

2.躍動する国体
（1）スポーツ・レクリエーション……
（2）健康・体力づくり………………

3.ぬくもりのある国体
（1）おもてなし運動 ………………
（2）魅力発信 ………………………
紀の国わかやま国体の概要、
会場地市町村及び開催競技………
市町村国体担当課室一覧 ………

11

13

17

15

20
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みんなで参加だワン

http://wakayama2015.jp/blog/
きいちゃんブログ

きいちゃんブログを紀の国わかやま
国体ホームページ内に開設しました。 
“きいちゃん隊長”率いるキャラバン
隊の活躍を紹介しています。 


