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アスリートトークショー・公式ユニフォーム披露

ボート／バレーボール／剣道／スケート（ショートトラック）／
スケート（スピードスケート）／障スポ  ボッチャ（身体）／サッカー（知的）

那須烏山市／下野市／上三川町 栃木県選手団ユニフォーム
eco素材でリニューアル!

音声コード
読み上げ装置にて、内容を
音声で聞くことができます。

車いすバスケットボール

詳しい情報は公式HPをチェック!!

いちご一会 通信
Vol.10公式マガジン
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とちぎ国体は地元ですし、自分が選手のうちに地元で国体があるとい
うのはなかなかないことなので、選手として戦えることをすごく嬉しく思
います。今年から栃木県のスポーツ専門員として、活動させてもらって
おり、たくさんの方々が応援してくださっているので、そういう方々のた
めにも、格好いい演技をしたいなと思っています。

車いすと車いすがぶつかり合う激
しさだったり、ハイポインター（注：
障害の軽い選手）が片輪を浮か
せてシュートする姿を見てもらい
たいです。そこからはまってもらっ
て、車いすのルールとかを分かっ
てもらえたら嬉しいです。

私は日本人選手の中では結構大柄
で、ダイナミックな演技ができます。
そこに繊細な部分もプラスした飛び
込みができるように目指しているの
で、そこを見て欲しいです。

各会場にある専用ポスターからQRコードを

読み取り、スタンプを貯めよう。

10スタンプごとに賞品に応募できます。

オンラインで参加できる三択クイズ！全部で20種類の

検定があり、1種類10問の問題が用意されています。

10問全問正解で１スタンプGET！

開催していただいて、とても嬉しかったで
す。リオで負けてから、その悔しい思いを
持ち続けていたので、東京で金メダルを
取ることができて本当によかったです。

初めてのパラリンピックだったので、す
ごく楽しかったです。僕はオリンピック・パ
ラリンピックの延期がなければ選ばれて
いない選手だったので、この延びた期間
でどれだけ練習して、みんなとの差を埋
められるかというのが勝負でした。選ば
れて出られたということが、僕の中では
達成できたことかなと思います。

コロナ禍の試合の特徴だと思いますが、
オリンピックの予選会が4回くらい延期に
なり、バタバタとしているうちにオリンピッ
クの本番当日という流れだったので、コン
ディションの調整が難しかったです。それ
でも地元で戦える嬉しさだったり、うまく
いかない悔しさ・あせりもあり、感情がす
ごく忙しい試合でしたが、自分史上一番ワ
クワクした空間でした。

きついときに我慢することです。昔は
すぐ諦めることもあったので、"絶対
諦めない"というメンタルを作るため、
きつい練習にも取り組んできました。

　いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会開催1年前及び冬季大会開催100日前記念企画
「いちご一会オンラインイベント」が10月16日（土）に開催されました。

同イベントではアスリートトークショーのほか、
両大会の本県選手団公式ユニフォームが初めて披露されました。

　1月24日から冬季大会の開幕を迎えます。
自分を信じて、辛い練習を積み重ねてきて、
そしてその成果を発表する場、自分の力を
発揮する場。これを整えて、全国から集う選
手・役員の皆さま方をお迎えし、無事国体が
開催でき、各市町にとってそのレガシーを残
して、栃木県内のスポーツの各種目の振興
にもつながっていける、そして多くの県民が

夢や感動をたくさん得ることのできた、という大会にしていきたいと考え
ておりますので、県も市町と連携しながら、全力で、大会開催に向けて
取り組んでいきます。県民の皆さんも、感染拡大の防止に協力をしてい
ただきながら、国体・障スポの開催につきましても応援をしていただき
たいと思います。

榎本選手にとって国体とは
どのような舞台ですか？

榎本選手、飛び込みの見どころを教えていただけますか？

Q3

Q7

Q8

　全国公募152件の応募作
品から選ばれた両大会のイ
メージソング「いちご一会」が
サトウ ヒロコさんによって披露
されました。爽やかで、親しみ
やすく、明るく元気になれる曲
です。

　公式ユニフォームが18年
振りにリニューアルされ、初
披露されました。色は県特
産のイチゴをイメージした
赤と緑。栃木県の形がちり
ばめられた柄になっていま
す。またペットボトルから再
生した繊維が使われ、軽量
で通気性・速乾性に優れた
作りになっています。

● 髙藤直寿選手 （下野市出身、パーク２４所属）　
　柔道男子60㎏級 金メダル
● 榎本遼香選手 （宇都宮市出身、栃木県スポーツ協会所属）　
　女子シンクロ板飛び込み　5位入賞
● 髙柗義伸選手 （小山市出身、栃木レイカーズ所属）　
　車いすバスケットボール 男子銀メダル
● 福田富一県知事
● MC須賀由美子さん（フリーアナウンサー）

髙藤選手、未来のアスリートに
向けてアドバイスはありますか？

髙柗選手にとって
地元である栃木県での
開催で期待している
ことはありますか？

髙藤選手、日々の生活で
大切にした方が良いことは？

150名様に栃木県内のイチオシをプレゼント!

その1

その2

榎本選手、オリンピックを振り返ってみて
いかがだったでしょうか。

髙藤選手、オリンピックを振り返ってみて
いかがだったでしょうか。

髙柗選手、車いすバスケの試合を観たことがないという方に
見どころを教えていただけますか？

●髙藤直寿選手
　柔道男子60㎏級
　金メダル

●榎本遼香選手
　女子シンクロ板
　飛び込み5位入賞

●福田富一県知事

●髙柗義伸選手
　車いすバスケットボール
　男子銀メダル

アスリートトークショー参加者　
東京2020オリンピック・パラリンピックに出場

金メダルを取るために
今回特に心がけたことはなんですか。

髙柗選手、パラリンピックを振り返って
いかがだったでしょうか？

福田知事、いよいよ開催100日前となりました冬季大会、
そして1年前となりましたいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会。
改めて意気込みをお願いいたします。
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アスリート
トークショ

ー

イメージソン
グ「いちご一会

」披露

●H.C.栃木日光
   アイスバックス
   古橋真来選手

●髙柗選手●榎本選手

小さい頃から世界で戦うということを夢見て、
その夢を追い続けてきました。だからこそ、その
夢を現実のものにすることができたのだと思い
ます。夢を達成する＝世界で戦うためには、日頃
の練習や生活がすごく大切になるので、強い気
持ちでその夢に向けて全てのことを頑張り続け
て欲しいと思います。

あなたは何問わかる？

県内の競技会場を巡ろう!

公式ユニフ
ォーム披露

日光金谷ホテルペア宿泊券

道の駅ましこ特選ギフト 高根沢町産新米　とちぎの星那須塩原ブランド認定品チーズフォンデュセット

すき焼きしあわせ家族セット ロイヤルジャージーアイスクリーム６個セット

ユニフォームに
ついての詳細は7Pを
ご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によりスタンプラリーを
　休止することがあります。HPで確認してください。

紹介した商品は一部です。詳しくはwebをご覧ください。

自分が所属している栃木レイカーズの
チームのメンバーはとちぎ大会出場を
目指しています。この大会で引退する
選手も多くいるので、皆さんに集大成
を見て頂けるよう、チームメンバーと
ともに頑張りたいです。

スタンプ
を集めて豪華賞品を当てよう!

このイベントの様子をはじめ

いろいろな動画を

オンラインイベント公式HPでも、

YouTubeでもご覧いただけます。

応募期間 2
022年

2月28日（月
）迄小学生、中学生の場合は、ゲームを

やりすぎたりせずしっかり寝る、など
基本的なことです。大事な試合で勝
てるか勝てないか、その差がほんの
わずかな時にはそういう小さな積み
重ねが結果として出るので、日々 の過
ごし方というのは大切だと思います。
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いちご一会とちぎ国体冬季大会では、県民の皆さんが
国体に参加できる競技「デモンストレーションスポーツ」として
「カーリング」を開催します。
国体に参加してみませんか？ぜひ、ふるってご応募ください！

スケート（スピードスケート）

ひたむきなプレーに感動

いちご一会とちぎ国体冬季大会
デモンストレーションスポーツ 

カーリングに参加しよう！
サッカー

ルールはシンプル、戦術は多彩
ボッチャ

会場地／真岡市
日　程／令和4（2022）年10月29日（土）～10月31日（月）

会場地／那須塩原市 
日　程／令和4（2022）年10月29日（土）～10月30日（日）

会場地／日光市
日　程／令和4（2022）年1月25日（火）～1月28日（金）

ボート 全種別

10m

会場地／栃木市
日　程／令和4（2022）年10月1日（土）～10月4日（火）

粘り強い守備、多彩な攻撃水面を滑るように進むスピード感 カーブでの滑りが勝負の分かれ目
バレーボール 国体

正式競技
障スポ
正式競技

抜きつ抜かれつの駆け引き

スケート（ショートトラック）全種別 全種別

身体

会場地／日光市
日　程／令和4（2022）年1月24日（月）～1月25日（火）

会場地／佐野市・鹿沼市・宇都宮市
日　程／令和4（2022）年10月7日（金）～10月10日（月）

一瞬の判断が勝負の分かれ目
剣道 障スポ

正式競技

全種別

会場地／宇都宮市
日　程／令和4（2022）年10月3日（月）～10月5日（水）

知的

4 5
音声コード 音声コード

国体
正式競技

国体
正式競技

国体
正式競技

国体
正式競技

●チーム編成は男女問わず、11人制。
　競技時間はハーフタイム10分を挟んで、
　前・後半各30分で行われる。

シャフト カラー
リガー

艇尾

艇首

●コートは18m、9mの長方形。
●ネットの高さは
　男子2.43m、女子2.24m。 ●壁のようになって相手の

　アタックを防ぐ。

●アタックは相手のブロックを
　避けて打ち込む。

進行方向

●直線1,000ｍコースで、オールを漕いで艇
の着順を競う競技。選手は進行方向に背を
向けてオールを漕ぎ、艇の艇首がゴール
ラインに到着した順で競う。

●1チーム６人で構成された２つのチームが、コート中央の
ネットを挟んでボールを３回以内の触球で相手コートへ
返球、ラリーに勝って得られる得点を競う競技。

●１周400mのスケートリンクを周回し、順位を競う
競技。数名の競技者が１つの競技レーンで同時に
スタートして競技する「シングルトラックレース」で
行われる。

●ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボール
にむけて、各6球ずつある赤・青ボールを投げたり、
転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに
近づけるかを競う。

●種目は、500mから10000m
までと2000mリレーがあり、
リレーを除く1000m以上の
レースでは「責任先頭制」が採
用される。

●「責任先頭制」が採用された
レースでは、距離により両側の
ストレート中央の判定ラインを
先頭で通過する回数を規定し、
規定回数を完了した競技者を
優先させ順位を決定する。

●１本のオールで漕ぐスイープ種目、２本のオールで漕ぐスカル種目があり、
国体ではスイープ種目は舵手付フォア（漕ぎ手４人と舵手１人）の１種目、
スカル種目は舵手付クォドルプル（漕ぎ手４人と舵手１人）、ダブルスカル
（漕ぎ手２人）、シングルスカル（漕ぎ手１人）の３種目が行われる。

●剣道の打突部位は面、小手、胴、突きの
4カ所。面は頭、小手は前腕、胴はお腹、
突きはのど元です。

●全体のタイムで順位を決めるのではなく、各レース内の順位で勝ち
抜き者が決定する。どのタイミングで追い抜くかなど駆け引きが
重要なポイント。

●数名の選手が同時にスタートし、
着順を競い合い、各レースの1位、
2位が予選、準々決勝、準決勝、
決勝と勝ち抜いていくエリミ
ネーション方式の競技方法で
行われる。

●１試合３本勝負で２本を先取した方が勝者となる。
１試合の時間は5分と短く、相手選手へ有効打突を
入れることができれば1本を勝ち取ることができる。 ●集団で滑走する競技で、目まぐる

しく順位が入れ替わる。
コースの奪い合いで選手同士が
接触する、とてもスリリングな
競技。

●ボッチャボール
　皮革製又は合皮製で
　重さは275ｇ（±１２ｇ）、
　周長は270mm（±８mm）。

12.5m

●ジャックボール
（目標球）

6m

●Vライン／ジャックボール
はこのラインを越えて
コート内に入らないと
無効になる。

●スローイングボックス
選手がプレイするボックス。

●ボールを投げられない選手は
「ランプ」と呼ばれる器具で
ボールを転がす。

●ボールを奪ってからのカウンター攻撃、華麗なパス回しや
テクニック、フィジカルを生かした守備など、激しいプレーが
繰り広げられる。

面

胴

突き

小手

●ランプ

日　　時
会　　場
参加資格

参  加  料

／
／
／

／

●

●

●

●

令和４（2022）年2月27日(日）
日光市細尾ドームリンク（日光市細尾町676-12）
栃木県内に在住、在勤、在学する方
栃木県カーリング協会が認めた方 
※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
1人500円

国体公式HPを
CHECK！

※申込期間／令和4(2022)年1月10日（月）～2月10日（木）

お申込み方法

【申込先・問合せ先】 
〒321-1436 栃木県日光市久次良町100  
栃木県カーリング協会事務局 
（森のうた内 事務局長 鈴木） 
TEL：0288-53-0465 FAX：0288-53-0468  

デモスポ
「カーリング」に
参加！

参加申込書・
参加同意書を
作成！

郵送又はFAXで
下記申込先に
提出！  ※

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

全種別

競技ピックアップ!
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日　程／令和4（2022）年10月29日（土）～10月31日（月）

会場地／那須塩原市 
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ボート 全種別
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正式競技
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●剣道の打突部位は面、小手、胴、突きの
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突きはのど元です。
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抜き者が決定する。どのタイミングで追い抜くかなど駆け引きが
重要なポイント。
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入れることができれば1本を勝ち取ることができる。 ●集団で滑走する競技で、目まぐる

しく順位が入れ替わる。
コースの奪い合いで選手同士が
接触する、とてもスリリングな
競技。

●ボッチャボール
　皮革製又は合皮製で
　重さは275ｇ（±１２ｇ）、
　周長は270mm（±８mm）。

12.5m

●ジャックボール
（目標球）

6m

●Vライン／ジャックボール
はこのラインを越えて
コート内に入らないと
無効になる。

●スローイングボックス
選手がプレイするボックス。

●ボールを投げられない選手は
「ランプ」と呼ばれる器具で
ボールを転がす。

●ボールを奪ってからのカウンター攻撃、華麗なパス回しや
テクニック、フィジカルを生かした守備など、激しいプレーが
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※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
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CHECK！

※申込期間／令和4(2022)年1月10日（月）～2月10日（木）

お申込み方法

【申込先・問合せ先】 
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作成！
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訪れてほしい
スポット

食べてほしい
グルメ

食べてほしい
グルメ

訪れてほしい
スポット

2 粉砕してフレーク
状にする 3 フレークから

糸に加工する 4 糸から布を織りあ
げてユニフォーム
にする

ペットボトルを水
洗いし、ラベルや
キャップも外す1

・天平の丘公園

バリアフリーへの取組み 緑地運動公園（アーチェリー会場）／身障者用駐車場、身障者用トイレ、会場内スロ ープ

下野市国分寺993-1
Tel.0285-32-8907
（下野市商工観光課）

下野市は栃木県の中南部に位置し、JR宇都宮線
の3駅（石橋駅・自治医大駅・小金井駅）を中心に
広がる市街地と豊かな自然に囲まれたコンパクト
シティです。電車でも車でもアクセス抜群です。そ
の歴史は古く、古代の政治・文化の中心地となり、
下野薬師寺跡、下野国分寺跡など見どころも多
数。特産のかんぴょうのほかグルメも魅力的です。

●那須烏山市で行われる競技
■国体／●アーチェリー▲ウォー
キング
■障スポ／♥アーチェリー（身）

●下野市で行われる競技
■国体／●サッカー●ハンド
ボール▲キンボールスポーツ

清流・那珂川と荒川が流れる緑豊かな自然・
里山に恵まれたまち、那須烏山市。多数存在
する市文化財や遺跡地、今も語り継がれる
民話をはじめとした、歴史と文化が魅力の城
下町です。
「八溝そば」や「鮎」など、那須烏山市ならではの
美味しいご当地グルメもぜひご堪能ください！

・龍門カフェ

グリム童話の世界を堪能で
きるロマンの館。最大300人収容のホールのほか、1階
には展示コーナーやショップ、2 階には図書コーナー
やカフェもあります。コンサートや人形劇、グリムの森
フェスティバルなど年間を通して様々なイベントが行
われています。

下野市と言えば「かんぴょう」。かんぴょうを使った料
理や加工品のほか、ジェラートや菓子、農産物など現
在19品が「下野ブランド」として販売されています。
ぜひ市のホームページなどでチェックし、お気に入り
のグルメをみつけてみてください！

2021年4月、龍門
ふるさと民芸館に龍門
カフェをオープンしました。テラス席から龍門の滝を見な
がら、地元食材を中心とした自慢のベーグルサンドや滝
カレーをお召し上がりください。また、特産品も取り揃え
ております。

下野市

訪れてほしい
スポット

・天平の丘公園
・下野薬師寺歴史館
・しもつけ風土記の丘資料館
・グリムの森・グリムの館

・道の駅しもつけ
・大松山運動公園

・山あげ祭
・龍門カフェ
・山あげ会館
・烏山和紙（和紙の里・烏山和紙会館）
・龍門の滝

・どうくつ酒蔵
・烏山城跡
・観光果樹園

■国体／●正式競技　★公開競技　▲デモンストレーションスポーツ ■障スポ／♥正式競技　♡オープン競技

バリアフリーへの取組み 上三川体育センター（フェンシング競技会場）／入口のスロープ改修、施設内の段差解消、
多目的トイレやエレベーター、自動ドアの設置

バリアフリーへの取組み 石橋体育センター（ハンドボール会場）・大松山運動公園陸上競技場（サッカー会場）
観覧席へのスロープ、ハートフル席（車いす席）の設置、多目的トイレの設置

上三川町しらさぎ1-41-6　Tel.0285-56-4553
・白鷺神社

上三川町上郷2167　Tel.0285-56-9136（上三川町農政課）

●上三川町で行われる競技
■国体／●フェンシング▲スマート
フェンシング

・上三川城址公園
・蓼沼親水公園（たてぬましんすいこうえん）
・夕顔サマーフェスティバル

・上三川いきいきプラザ

・山あげ祭
今から約460年以上前の永禄3年、時の城主が疫病退散
のために牛頭天王を神社にお祀りしたときの奉納余興が
起源とされております。現在のような野外歌舞伎劇になっ
たのは江戸末期と伝えられております。毎年7月第4土曜
日を含む金・土・日に開催されます。

那須烏山市滝414
Tel. 0287-83-2765

・かんぴょう
・KAMINOKAWA SKYBERRY GELATO
・かみのかわ黒チャーハン

・にっこり（梨）

上三川町那須烏山市
水とみどりの織りなす豊かな自然が溢れ、
ゆったりと澄んだ空気が漂うまち、かみのかわ。
肥沃な大地に恵まれ、アクセスもよいこと
から農業・産業が盛んです。そして、世界的な
創作折り紙第一人者である吉澤章氏の出身
地であることから、「ORIGAMI のまち かみ
のかわ」を掲げてまちづくりをしています。

磯川は湿地状平地湧水小河川という珍しい地形で、様々
な動植物が生息する自然公園です。園内の遊歩道は片道
1.4kmで、自然を感じながら散歩が楽しめます。また、毎年
ホタルの放流が行われており5～6月にホタル観賞がで
きます。

6 7

・カレーコロッケ
・八溝そば
・山あげ牛

・那珂川のアユ
・花よめうどん
・しらつゆ

・かんぴょう・下野ブランド（料理・加工品・農産物）

音声コード 音声コード

食べてほしい
グルメ

桜の名所として知られ、毎年「天平の花まつり」が
開催されるほか、大鍋で芋煮を作る「天平の芋煮会」、
ロウソクの灯りを燈す「しもつけ燈桜会」など四季

折々のイベントがいっぱい
です。園内にある古民家
を改装したデリ＆カ
フェ「10 picnic tables」
（古民家カフェ「夜明け
前」）も人気です。

ニュース＆トピックス

情報局

Front
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本大会・障スポ

　本大会のユニフォームは、本県のいちご生産量が50年
連続日本一であることにちなんで赤をベースに、栃木県の
形をモチーフにしたデザインです。冬季大会のユニフォーム
もそれに合わせる形でイメージを統一しました。

日本が平和で豊かな国となるよう、日本全国を旅され
た日本武尊（やまとたけるのみこと）を主祭神とする厄
除け・交通安全のご利益がある神社です。建立の延暦
2（783）年から現在まで約1240年の歴史があります。
境内には長さ12.20mにものぼる「平和の剣」があり、
太刀に触れると、厄難を祓い清めるといわれています。

・磯川緑地公園
いそかわりょくちこうえん

・グリムの森・グリムの館
下野市下古山747
Tel.0285-52-1180
（グリムの館）

　「環境に配慮した いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」推進宣言で掲げた、県内産業の技術力
「メイド・イン・とちぎ」の積極活用の取組として、世界で初めてペットボトルからペットボトルを
再生する技術を開発した県内企業の技術力を生かし、ペットボトルから再生した繊維を採用
しています。

 　冬季大会のユニフォームは吸湿発熱素材「ブレスサーモ」を使用し、暖房の設定温度を通常
よりも低く設定することを可能にするとともに、スキーウェア素材の使用により、高撥水機能で
汚れにくく、洗濯負荷の軽減にもつながります。

　また、両ユニフォーム共通の仕様として、製品に有害な化学物質
が含まれていないことを証明する国際安全基準「エコテックス
スタンダード」や、環境負荷の少ない下げ札、商品袋などを採用
しています。

　両大会に出場する「栃木県選手団」の活躍と、環境に配慮した
両大会の成功に向けて応援よろしくお願いします。

環境に配慮した「メイド・イン・とちぎ」の技術を採用

本大会・障スポユニフォーム
「とちぎらしさ」をイメージした
斬新なデザイン
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機能性も抜群 冬季大会ユニフォーム
New

3
柄拡大

栃木県の形

両大会に向けて、出場する選手団のユニフォームを18年振りに一新しました。
栃木県選手団ユニフォーム でリニューアル!eco素材

冬季大会

しらさぎ

栃スポット&栃グルメ
20 2 2 年開 催 のとちぎ国 体・障スポに向けて、栃木 県内市町では　  様々 な準 備 を進 めています。
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スポット
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訪れてほしい
スポット

2 粉砕してフレーク
状にする 3 フレークから

糸に加工する 4 糸から布を織りあ
げてユニフォーム
にする

ペットボトルを水
洗いし、ラベルや
キャップも外す1

・天平の丘公園

バリアフリーへの取組み 緑地運動公園（アーチェリー会場）／身障者用駐車場、身障者用トイレ、会場内スロ ープ

下野市国分寺993-1
Tel.0285-32-8907
（下野市商工観光課）

下野市は栃木県の中南部に位置し、JR宇都宮線
の3駅（石橋駅・自治医大駅・小金井駅）を中心に
広がる市街地と豊かな自然に囲まれたコンパクト
シティです。電車でも車でもアクセス抜群です。そ
の歴史は古く、古代の政治・文化の中心地となり、
下野薬師寺跡、下野国分寺跡など見どころも多
数。特産のかんぴょうのほかグルメも魅力的です。

●那須烏山市で行われる競技
■国体／●アーチェリー▲ウォー
キング
■障スポ／♥アーチェリー（身）

●下野市で行われる競技
■国体／●サッカー●ハンド
ボール▲キンボールスポーツ

清流・那珂川と荒川が流れる緑豊かな自然・
里山に恵まれたまち、那須烏山市。多数存在
する市文化財や遺跡地、今も語り継がれる
民話をはじめとした、歴史と文化が魅力の城
下町です。
「八溝そば」や「鮎」など、那須烏山市ならではの
美味しいご当地グルメもぜひご堪能ください！

・龍門カフェ

グリム童話の世界を堪能で
きるロマンの館。最大300人収容のホールのほか、1階
には展示コーナーやショップ、2 階には図書コーナー
やカフェもあります。コンサートや人形劇、グリムの森
フェスティバルなど年間を通して様々なイベントが行
われています。

下野市と言えば「かんぴょう」。かんぴょうを使った料
理や加工品のほか、ジェラートや菓子、農産物など現
在19品が「下野ブランド」として販売されています。
ぜひ市のホームページなどでチェックし、お気に入り
のグルメをみつけてみてください！

2021年4月、龍門
ふるさと民芸館に龍門
カフェをオープンしました。テラス席から龍門の滝を見な
がら、地元食材を中心とした自慢のベーグルサンドや滝
カレーをお召し上がりください。また、特産品も取り揃え
ております。

下野市

訪れてほしい
スポット

・天平の丘公園
・下野薬師寺歴史館
・しもつけ風土記の丘資料館
・グリムの森・グリムの館

・道の駅しもつけ
・大松山運動公園

・山あげ祭
・龍門カフェ
・山あげ会館
・烏山和紙（和紙の里・烏山和紙会館）
・龍門の滝

・どうくつ酒蔵
・烏山城跡
・観光果樹園

■国体／●正式競技　★公開競技　▲デモンストレーションスポーツ ■障スポ／♥正式競技　♡オープン競技

バリアフリーへの取組み 上三川体育センター（フェンシング競技会場）／入口のスロープ改修、施設内の段差解消、
多目的トイレやエレベーター、自動ドアの設置

バリアフリーへの取組み 石橋体育センター（ハンドボール会場）・大松山運動公園陸上競技場（サッカー会場）
観覧席へのスロープ、ハートフル席（車いす席）の設置、多目的トイレの設置

上三川町しらさぎ1-41-6　Tel.0285-56-4553
・白鷺神社

上三川町上郷2167　Tel.0285-56-9136（上三川町農政課）

●上三川町で行われる競技
■国体／●フェンシング▲スマート
フェンシング

・上三川城址公園
・蓼沼親水公園（たてぬましんすいこうえん）
・夕顔サマーフェスティバル

・上三川いきいきプラザ

・山あげ祭
今から約460年以上前の永禄3年、時の城主が疫病退散
のために牛頭天王を神社にお祀りしたときの奉納余興が
起源とされております。現在のような野外歌舞伎劇になっ
たのは江戸末期と伝えられております。毎年7月第4土曜
日を含む金・土・日に開催されます。

那須烏山市滝414
Tel. 0287-83-2765

・かんぴょう
・KAMINOKAWA SKYBERRY GELATO
・かみのかわ黒チャーハン

・にっこり（梨）

上三川町那須烏山市
水とみどりの織りなす豊かな自然が溢れ、
ゆったりと澄んだ空気が漂うまち、かみのかわ。
肥沃な大地に恵まれ、アクセスもよいこと
から農業・産業が盛んです。そして、世界的な
創作折り紙第一人者である吉澤章氏の出身
地であることから、「ORIGAMI のまち かみ
のかわ」を掲げてまちづくりをしています。

磯川は湿地状平地湧水小河川という珍しい地形で、様々
な動植物が生息する自然公園です。園内の遊歩道は片道
1.4kmで、自然を感じながら散歩が楽しめます。また、毎年
ホタルの放流が行われており5～6月にホタル観賞がで
きます。

6 7

・カレーコロッケ
・八溝そば
・山あげ牛

・那珂川のアユ
・花よめうどん
・しらつゆ

・かんぴょう・下野ブランド（料理・加工品・農産物）
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会
（事務局：栃木県国体・障害者スポーツ大会局内）
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁北別館3階・4階
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https://www.tochigikokutai2022.jp

2022とちぎ国体

HPも見てね!スマートフォン対応!

音声コード

国体パートナー

冬季国体パートナー

国体パートナー

光陽エンジニアリング 

私たちは「いちご一会とちぎ国体」・「いちご一会とちぎ大会」を応援しています!

私たちは「いちご一会とちぎ国体」冬季大会を応援しています！

光陽エンジニアリング 

オフィシャルスポンサー 私たちは「いちご一会とちぎ国体」・「いちご一会とちぎ大会」を応援しています!

大会特別協賛
私たちは「いちご一会とちぎ大会」を
応援しています!

冬季国体スポンサー 私たちは「いちご一会とちぎ国体」冬季大会を応援しています！

最新情報は
SNSで
チェック!

Twitter

第77回国民体育大会・第22回全国障害者スポーツ大会　広報誌

IchigoIchie
いちご一会とちぎ国体
 冬季大会1月開催!

令和4（2022）年10月29日（土） 31日（月）～本  大  会
冬季大会

令和4（2022）年
令和4（2022）年

10月1日
1月24日

11日（火）
30日（日）

（土）
（月）
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～
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／

1.開催1年前・開催100日前記念企画
　いちご一会オンラインイベント

3.栃スポット&栃グルメ 4.情報局

ContentsContents
2.競技ピックアップ!

アスリートトークショー・公式ユニフォーム披露

ボート／バレーボール／剣道／スケート（ショートトラック）／
スケート（スピードスケート）／障スポ  ボッチャ（身体）／サッカー（知的）

那須烏山市／下野市／上三川町 栃木県選手団ユニフォーム
eco素材でリニューアル!

音声コード
読み上げ装置にて、内容を
音声で聞くことができます。

車いすバスケットボール

詳しい情報は公式HPをチェック!!

いちご一会 通信
Vol.10公式マガジン


