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（右から）元なでしこジャパン監督 高倉 麻子さん、元なでしこジャパン選手 
 手塚 貴子さん、フリーアナウンサー 須賀 由美子さん

　女子サッカー界で活躍する女性講師をお招きし、今大
会から新設されるサッカー（少年女子）の見どころなど
について講演をしていただきました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、YouTube
による生配信形式での開催となりましたが、多くの方に
視聴いただきました。

国体開催記念講演会
「スポーツ界で活躍する女性たち」

8/7
（日）

　市で、いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会の協賛に
かかる感謝状贈呈式が行われ、（株）フィデス様より、開催
準備や運営などに使用する車両を貸与いただきました。
　千野根副社長は「会社設立10周年の節目に、国体開催
ということで、成功の後押しにつながればうれしい」と話さ
れました。

（株）フィデス様より協賛「トヨタ ノア」
国体・矢板市開催の成功へ後押し

8/19
（金）

（右から）（株）フィデス 千野根 友和副社長、齋藤市長

矢板市代表 炬火ランナー決定！総合開会式へ参加します
　本市を代表する炬火ランナーは、国体サッカー競技（少
年女子）栃木県代表のヴェルフェ矢板レディース U-18
所属の君嶋 留果さんが選出されました。
 10 月 1 日、カンセキスタジアムとちぎで開催される
総合開会式において、集火式や炬火リレーに参加してい
ただきます。

このような貴重な
機会を与えていただ
き、とても光栄です。
　矢板市民を代表し
て走者を務め、地元
開催となる国体の成
功につながればうれ
しいです。 君嶋 留果君嶋 留果さんさん　

ヴェルフェ矢板ヴェルフェ矢板
レディースU-18レディースU-18

矢板市の炬火名が決まりました！

　市の花で、赤く花咲くレンゲツツジが、八方（あらゆ
る方面）を照らす火のイメージに合うと思い命名しました。
　この炬火名を通して、多くの人に矢板のイメージが伝
わればうれしいです。

　応募総数91件の中から本市の炬火
名として板田 知佳さんの作品が最優
秀賞に、長沢 命さん・高柳 猪一郎
さんの作品が優秀賞を受賞しました。

板田 知佳さん
最優秀賞

　いよいよ始まる、いちご一会とちぎ国体！
　本市での開催に向けて、多くの市民の皆さんにご協力いただき、オール矢板で準備を
進めてきました。今号では、本市開催を「いちご一会やいた国体」と名付け、最新
のニュースと 120％楽しむための情報をご紹介します。

まるわかり！いちご一会やいた国体
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ただきます。

特集
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※国体チャンネル映像配信

競技 会場
10月

3日
（月）

4日
（火）

5日
（水）

6日
（木）

7日
（金）

サッカー
（少年女子）
11人制
35分ハーフ

緑新スタジアムYAITA
（矢板運動公園陸上競技場）

10：00※
12：00※

11：00※
13：00※

11：00※
13：30※

矢板運動公園
サッカー場

10：00
12：00
14：00

11：00
13：00

軟式野球
（成年男子）

矢板運動公園野球場 9：00
11：20

競技日程

　矢板市開催競技のうちサッカー（少年女子）の緑新スタジア
ム YAITA 会場の試合は、インターネット動画配信サービス「国
体チャンネル」で、ライブ配信されます。3日、5日の配信は
国体史上初、AI カメラを活用した本市独自撮影を行います。
　会員登録不要・完全無料で、見逃し配信なども視聴できます。

国体チャンネルでライブ配信

国体チャンネル

　矢板市会場には、競技を観戦する人もそうでない人も楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。これを読めば「いちご一会やいた国体」を
120％楽しめること間違いなし！さあ、みんなで盛り上がろう！

会場＆観戦ガイド

詳しくはこちら

競技観戦は、事前申込を
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、競技会場での観
戦には事前申込が必要です。9月20日（火）までに、市ホームペー
ジ内にある専用フォームからお申し込みください。
　なお、観戦には来場日前 14 日間の健康状態・行動歴の記録
の提出が必要となります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

無料シャトルバスを 20分間隔で運行します
　会場内は、一般来場者用の駐車場はありません。城の湯温泉
センター駐車場を臨時駐車場とします。
　矢板駅・城の湯温泉センター・運動公園を 20 分間隔で巡回
する臨時の無料シャトルバスを運行しますので、ご利用ください。
　シャトルバスの時刻表は、市ホームページをご覧ください。

詳しくはこちら

会場に来ら
れない方は、
こちら！

駐車場は、
ありませ
ん !!

　会場内の電気の一部は、蓄
電池やPHV車から給電し、CO2
を削減するなど、エコな大会運
営に努めます。

会
2

会運
営

環境配慮
市内企業の環境配慮への取組紹介

　持続可能な社
会と地域産業の
振興に取り組む
企業・団体の技
術を紹介します。

文化協会
野
のだて

点（屋外でのお茶会）を開催
　難しい作法は必要なし！お気軽に和
風ピクニックを楽しみませんか。
　　　　※ 3～ 6日のみ開催

文

サッカー場

通行可能

※一般道につき

観覧席

。
視聴できます。

国体チャンネル

会

会場

▶新型コロナウイルス感染症対策
－安全・安心な大会運営に努めますー
■ 会場入口で検温を実施します
■ アルコール消毒液を設置します
■ 身体的距離の確保のため、座席数の制限などを行います
■ 大会関係者は毎朝の検温を徹底し、健康管理に十分留意します

－皆さんに協力してほしいことー
■ 周りの方と近接する・会話するときは、マスクを着用してください
■ 37.5℃以上の発熱・風邪症状など体調不良の場合は観戦できません
■ こまめに手洗い、手指消毒をしてください
■ 大きな声での会話・応援は避けてください
■ 身体的距離を確保してください

シャトルバス
乗降所

10 月 3～ 6日（サッカー競

観覧者
受付

おもてなしブース

協会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
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おふるまい

矢板の名産品や軽食の無料配布　※数に限りがあります

お楽しみ
誰でも参加OK!スタンプラリー・クロスワード・フォトブース

※写真はイメージです

国体に関する問い合わせ／
　国体・スポーツ局 ＊生涯学習課取次扱　
☎（４３）６２１８

おもてなしブースを紹介しますお

魅力発信
観光・ふるさと納税PR・お土産販売

おいしい！楽しい !行っ
てみたい！もっと矢板が好
きになる情報を発信します。
販売コーナーには名店の
味が勢ぞろい！お土産に
いかがですか？

　誰でも参加できるスタンプラ
リーやクロスワードのほか、いち
ご一会とちぎ国体矢板市バージョ
ンのフォトブースが設置されます。
　みんなで SNS に発信して、
やいた国体を盛り上げよう！

　おもてなしブースでは、全国から訪れる選手や関係者
のほか一般来場者の皆さんが、もっと矢板を満喫できる
よう、厳選された魅力を各ブースで紹介します。
　きっとまた来たくなる！「矢板のおもてなし」を
体感してください。

6日（木）
チーズまんじゅう

ポークカレー

矢板産の
野菜を使った
台湾カステラ

【壱番屋】
10月 3日（月）

【山久チーズファクトリー】
10月 5日（水）、6日（木）

【まことの湯】
10月4日（火）、7日（金）

5日（水）
プレミアムチーズケーキ

※写真はイメージです

55555

10 月 7日（軟式野球競技会場）

野球場

関係者
駐車場

大会期間中、運動公園内は大会期間中、運動公園内は
一般車両の通行ができません

観覧席

観覧席

シャトルバス乗降所

関係者駐車場

大会期間中、運動公園内は
一般車両の通行ができません

緑新スタジアム YAITA
（陸上競技場）

観覧席

観覧者
受付

おもてなし
ブース

技会場）

観覧者
受付




