
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。

県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える国体・大会の実現を目指して！県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える国体・大会の実現を目指して！

つなげよう愛顔運動
パンフレット

え が お

パンフレット

愛顔つなぐえ
ひめ国体・えひめ大会を成功させるためにはつつつつつつつつつつななななななななななななな愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔つつつつつつつつつつ

え がお

「県民のみなさんができること」をご紹介します!

 県民の

みなさんの協力が

　必要やけん！
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音声コード

つなげよう愛顔運動についてつなげよう愛顔運動について

応援しようえひめ国体・えひめ大会

５つの基本目標について

おお

平成29年（2017年）に愛媛県で開催する第72回国民体育大会（愛称：愛顔つなぐ

えひめ国体）・第17回全国障害者スポーツ大会（愛称：愛顔つなぐえひめ大会）が、

参加する選手や監督だけでなく、県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える国体・

大会となることを目指して、県民運動「つなげよう愛顔運動」を展開します。

愛媛県選手のみならず、競技に参加する選手全員を応援するとともに、ボランティアと
して国体・大会を支えていただいたり、様々なイベントに参加していただいたりするな
どの活動を通じて、一人ひとりが楽しみながら一体感を育み、県民みんなの力が結集し
た国体・大会となることを目指します。

精一杯のおもてなしせせ おもてなしの心で、全国から訪れる方々を温かく迎え、選手・監督はもちろん、国体・
大会を観覧される来県者の方々にも、愛媛で国体・大会があってよかった、愛媛にま
た来たいと思っていただけることを目指します。

伝えよう愛媛の魅力っっ 観覧の方も含めると延べ数十万人もの人々が参加する国体・大会は、ふるさとの魅力を
発信するまたとない好機です。東・中・南予それぞれの風土に育まれた特産品や郷土料
理などの魅力を効果的に伝え、一人でも多くの「愛媛ファン」を作ることを目指します。

楽しくスポーツ、健康づくりたた 様々なスポーツイベントやスポーツ大会の情報発信を行い、スポーツを身近に感じて
もらうことで、県民みんなが日常的にスポーツに親しみ、生涯にわたって健康で生き
生きとした生活を送ることを目指します。
また、開催競技の紹介や体験教室への参加促進などを通じて、スポーツの楽しさを知っ
ていただくとともに、開催競技が地元で親しまれることを目指します。

一緒にしようわがまちづくりいい 環境美化や環境にやさしい取り組みなどを積極的に推進し、全国から
訪れる方々に自慢できる美しい“わがまち”を県民みんなで創り出すと
ともに、活動を通じて、地域コミュニティの活性化や持続的な発展に
つながるような、新たな絆づくりを目指します。

え　　がお

え がお

え がお

え がお

運動の趣旨
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音声コード

運動推進イメージ運動推進イメージ

市町実行委員会等
第72回国民体育大会・第17回全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針・基本計画やアクションプログラム
を踏まえて、各市町の実情に応じた実施計画を定め、県実行委員会との連携のもと、運動の普及・啓発、市町
民や関係団体が行う活動の支援・促進、市町自らが実践する活動の推進などを行う。

県民
それぞれの立場で、県実行委員会、市町実行委員会等、関係団体（学校、企業、NPO、ボランティ
ア団体、関係機関等）が推進する活動に自発的、積極的に参加するほか、創意工夫により、新た
な活動を創出する。

学校、企業、NPO、ボランティア団体、関係機関等
県実行委員会や市町実行委員会等と協力し、それぞれの特性を生かした実践的な活動を自主的に
推進する。

県実行委員会
運動の全県的な方針を定め、市町実行委員会等との連携のもと、運動の普及・啓発、県民や関係団体が行う活
動の支援・促進、市町と協力して実践する活動の推進などを行う。また、既存の県民運動を活用し、国体・大
会開催に向けた気運の醸成を図る。

既存の県民運動 市町実行委員会等 県実行委員会既存の県民運動

県民一人ひとり、
学校、企業、NPO、ボランティア団体、関係機関等

運動推進における役割

自発的・積極的な参加
自主的な活動

県民総参加の運動を展開

「県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える国体・大会」の実現「県民みんなで感動や夢、希望を分かち合える国体・大会」の実現

● 競技会場で応援
● 特産品で記念品
● 花いっぱい運動
● 環境美化活動

● 国体・大会イベント参加
● みきゃん募金、企業協賛
● スポーツ観戦
● デモンストレーションスポーツに参加　　など

● ボランティア参加
● 手作りの横断幕等で歓迎
● 多彩な地域資源の紹介

県民の
みなさん

県民運動の
広がり

県民の
みなさん

環境美化活動
交通安全運動 等

市町実行委員会等
地域の特色を生かした
実践活動を推進

県実行委員会
全県的な運動の推進

協
　
力

啓
発
・
支
援

連　　携
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音声コード音声コード

県民運動の三本柱について

○地域の花いっぱい運動に参加する。
○推奨花を育て、自宅や学校、公民館など身近な施設を花いっぱいに飾りつける。
○開・閉会式会場や競技会場などを飾るための推奨花を育てる。　など

○地域の環境美化活動に参加し、ゴミ拾いなどの清掃活動を行う。
○開・閉会式会場や競技会場の清掃活動に参加する。
○えひめ国体・えひめ大会開催に合わせたクリーン運動に参加する。　など

○郷土料理やご当地グルメなどをふるまい、「愛媛らしさ」「わがまちらしさ」をアピールする。
○地域の特産品を使った記念品を作成し配布する。
○手作りの横断幕やのぼり旗等で選手団を歓迎・応援する。　など

①花いっぱい運動

②クリーン運動

③ふるまい運動

サルビア

マリーゴールド

ヒャクニチソウ
（ジニア）

ニチニチソウ

メランポジウム

国体・大会推奨花（10種類）

ケイトウ

センニチコウ

ベゴニア

コリウス

インパチェンス
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音声コード

ボランティアについて

（平成27年度から募集を始めます）

（平成27年度から募集を始めます）

（平成27年度から学生を中心に養成を始めます）

開・閉会式会場等の運営、総合案内所での案内・誘導・介助、会場の整備・美化などを行います。

大会運営ボランティア

聴覚障害の方への情報保障を図るため、手話や要約筆記（手書き／パソコン）などを行います。

情報支援ボランティア

選手団の歓送迎・介助・誘導・交流など、お出迎えからお見送りまで、選手団と一緒に行動します。

選手団サポートボランティア
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【例えばこんなこと！】
●

●
●
●
●

おお 応援しようえひめ国体・えひめ大会応援しようえひめ国体・えひめ大会
　愛媛県選手のみならず、競技に参加する選手全員を応援するとともに、ボランティアと
してえひめ国体・えひめ大会を支えていただいたり、様々なイベントに参加していただい
たりするなどの活動を通じて、一人ひとりが楽しみながら一体感を育み、県民みんなの力
が結集した国体・大会となることを目指します。

　愛媛県選手のみならず、競技に参加する選手全員を応援するとともに、ボランティアと
してえひめ国体・えひめ大会を支えていただいたり、様々なイベントに参加していただい
たりするなどの活動を通じて、一人ひとりが楽しみながら一体感を育み、県民みんなの力
が結集した国体・大会となることを目指します。

競技会場で、オリジナル応援グッズ（スティックバルーン、メガホン、ミニ県旗など）を
使って選手にエールを送る。
オリジナル応援手拍子で選手を応援する。
開催競技の練習試合や強化練習の会場に行って選手を応援する。
えひめ国体・えひめ大会ホームページに競技や選手に対する応援メッセージを投稿する。
えひめ国体・えひめ大会イメージソングを覚えて、みんなで合唱する。

【例えばこんなこと！】
●
●
●
●
●

えひめ国体・えひめ大会県民運動推進大会に参加する。
えひめ国体・えひめ大会みきゃんリレー（ぬいぐるみ県民リレー）に投稿する。
絵画コンクールに応募する。　　
開・閉会式時のオープニングプログラム等に参加する。
その他の国体・大会関係のイベントに参加する。

競技会場などで選手を応援する競技会場などで選手を応援する

競技会場でセレモニーに参加し応援する様子 競技会場で選手を応援する様子競技会場でセレモニーに参加し応援する様子 競技会場で選手を応援する様子

総合開会式のオープニング
プログラムに参加する
総合開会式のオープニング
プログラムに参加する

開催決定記念イベント「えがお体操」
（平成26年8月）

開催決定記念イベント「えがお体操」
（平成26年8月）

開催決定記念イベント
「えがおダンス」
（平成26年8月）

開催決定記念イベント
「えがおダンス」
（平成26年8月）

みきゃんリレーへの
投稿写真

みきゃんリレーへの
投稿写真

1

開・閉会式など国体・大会イベントに参加する開・閉会式など国体・大会イベントに参加する2
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【例えばこんなこと！】
●
●
●

開・閉会式会場や各競技会場で、受付案内、救護、弁当配布などのボランティアに参加する。
開・閉会式会場や各競技会場で、手話や要約筆記などのボランティアに参加する。
えひめ国体・えひめ大会のPR活動を行うボランティアに参加する。

【例えばこんなこと！】
●
●
公共施設等に設置した募金箱（みきゃん募金）へ寄附する。
街頭やイベント会場等で行われる募金活動（みきゃん募金）に協力する。

えがおダンスを披露する広報ボランティアえがおダンスを披露する広報ボランティア

パネル展で活動する広報ボランティアパネル展で活動する広報ボランティア

募金付きピンバッジ（２種類）

みきゃん募金箱
企業協賛による国体・大会支援

募金箱設置

募金付きピンバッジ（２種類）

みきゃん募金箱
企業協賛による国体・大会支援

募金箱設置

開会式で弁当を配布する
大会運営ボランティア
開会式で弁当を配布する
大会運営ボランティア

開会式で手話をする
情報支援ボランティア
開会式で手話をする
情報支援ボランティア

障害者スポーツ大会の
選手団サポートボランティア
障害者スポーツ大会の

選手団サポートボランティア

ボランティアに参加するボランティアに参加する3

募金や企業協賛で国体・大会を支援する募金や企業協賛で国体・大会を支援する4
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【例えばこんなこと！】
●
●
●

精一杯のおもてなし精一杯のおもてなしせせ 　おもてなしの心で、全国から訪れる方々を温かく迎え、選手・監督はもちろん、えひめ
国体・えひめ大会を観覧される来県者の方々にも、愛媛で国体・大会があってよかった、
愛媛にまた来たいと思っていただけることを目指します。

手作りの横断幕やのぼり旗などで選手団を歓迎・応援する

　おもてなしの心で、全国から訪れる方々を温かく迎え、選手・監督はもちろん、えひめ
国体・えひめ大会を観覧される来県者の方々にも、愛媛で国体・大会があってよかった、
愛媛にまた来たいと思っていただけることを目指します。

学校や自治会などで手作りの横断幕やのぼり旗などを作成し、来県した選手団を温かく迎える。
歓迎の気持ちを表すステッカー等を、車や店先など見えるところに飾る。
おもてなし講習会に参加する。

手作りの横断幕やのぼり旗などで選手団を歓迎・応援する

手作りのぼり旗手作りのぼり旗

手作り風鈴

フォトモザイクボード

手作り歓迎ボード

手作りマスコット

手作り風鈴

フォトモザイクボード

手作り歓迎ボード

選手団現地激励会

総合開会式の応援様子

競技会場の応援様子

総合開会式の応援様子

選手団現地激励会

競技会場の応援様子

1

各都道府県応援団を結成する各都道府県応援団を結成する2

手作りマスコット
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民泊実施予定市町（四国中央市・西予市・鬼北町）

【例えばこんなこと！】
●

●

選手や監督の宿泊先として自宅の一室を提供する“民泊”に協力し、試合にベス
トコンディションで臨んでいただけるよう、温かくもてなす。
宿泊する選手や監督との交流会を実施する。

【例えばこんなこと！】
●
　
●

愛媛県選手だけでなく、他の都道府県選手も応援するキッズ応援団を結成してエールを送るなど、
すべての選手に気持ちよく、全力でプレーしてもらう。
各都道府県選手団に対する応援ビデオメッセージを作成して、えひめ国体・えひめ大会ホームペー
ジに投稿する。

【例えばこんなこと！】
●
●
●

来県者に出会ったら、元気にあいさつをする。
困っている来県者がいたら積極的に声をかける。
公共マナーアップ運動に積極的に参加する。

民泊する選手団を出迎える民泊する選手団を出迎える

地域住民による民泊準備（美化班）

地域住民による食事準備（調理班）

地域住民による
お土産作り

選手団の歓迎式（歓迎班）

必勝祈願のしめ縄

地域住民による民泊準備（美化班）

地域住民手作りの
歓迎ボード

地域住民手作りの
歓迎ボード

地域住民による食事準備（調理班）

地域住民による
お土産作り

選手団の歓迎式（歓迎班）

必勝祈願のしめ縄

選手・監督の民泊に協力する

来県者に笑顔で元気なあいさつ・声かけをする

選手・監督の民泊に協力する3

来県者に笑顔で元気なあいさつ・声かけをする

こんにちは！

4
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【例えばこんなこと！】
●
●

伝えよう愛媛の魅力伝えよう愛媛の魅力っっ 　観覧の方も含めると延べ数十万人もの人々が参加する国体・大会は、ふるさとの魅力を
発信するまたとない好機です。東・中・南予それぞれの風土に育まれた特産品や郷土料理
などの魅力を効果的に伝え、一人でも多くの「愛媛ファン」を作ることを目指します。

温泉や豊かな自然、豊富な食材など多彩な地域資源を紹介する

地域の特産品を使った記念品を作成する

　観覧の方も含めると延べ数十万人もの人々が参加する国体・大会は、ふるさとの魅力を
発信するまたとない好機です。東・中・南予それぞれの風土に育まれた特産品や郷土料理
などの魅力を効果的に伝え、一人でも多くの「愛媛ファン」を作ることを目指します。

競技会場などで地元の様々な地域資源などを紹介する。
地元の食材を活用して、えひめ国体・えひめ大会マスコット「みきゃん」の
キャラクター弁当作成やレシピ創作を行う。

【例えばこんなこと！】
●地域の特産品で愛媛の魅力をアピールする記念品を作り、
競技会場などで来場者に配布、販売する。

温泉や豊かな自然、豊富な食材など多彩な地域資源を紹介する

温州みかん温州みかん

メニューメニュー

マダイマダイ

伊予牛「絹の味」伊予牛「絹の味」

長崎国体・大会で
ふるまわれた弁当
長崎国体・大会で
ふるまわれた弁当

木材で作った
スマートフォン立て

長崎国体
地元木材で作ったコースター

長崎国体
地元木材で作ったコースター競技会場でオリジナル菓子を

販売する高校生
競技会場でオリジナル菓子を

販売する高校生 木材で作った
スマートフォン立て

1

地域の特産品を使った記念品を作成する2
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【例えばこんなこと！】
●開・閉会式会場や競技会場で、郷土料理やご当地グルメを訪れた選手団や観客にふるまう。

【例えばこんなこと！】
●企業や団体において、愛媛ならではの新しい食品や製品を開発し、
開・閉会式会場や競技会場などでＰＲする。

開・閉会式でブランド農産物をPR開・閉会式でブランド農産物をPR

競技会場で郷土料理を
ふるまう様子

競技会場で郷土料理を
ふるまう様子

郷土料理やご当地グルメを選手団・観客にふるまう郷土料理やご当地グルメを選手団・観客にふるまう3

新たな愛媛ブランドを開発し、開・閉会式会場などでPRする新たな愛媛ブランドを開発し、開・閉会式会場などでPRする4
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【例えばこんなこと！】
●
●

楽しくスポーツ、健康づくり楽しくスポーツ、健康づくりたた 　様々なスポーツイベントやスポーツ大会の情報発信を行い、スポーツを身近に感じても
らうことで、県民みんなが日常的にスポーツに親しみ、生涯にわたって健康で生き生きと
した生活を送ることを目指します。
　また、開催競技の紹介や体験教室への参加促進などを通じて、スポーツの楽しさを知っ
ていただくとともに、開催競技が地元で親しまれることを目指します。

　様々なスポーツイベントやスポーツ大会の情報発信を行い、スポーツを身近に感じても
らうことで、県民みんなが日常的にスポーツに親しみ、生涯にわたって健康で生き生きと
した生活を送ることを目指します。
　また、開催競技の紹介や体験教室への参加促進などを通じて、スポーツの楽しさを知っ
ていただくとともに、開催競技が地元で親しまれることを目指します。

デモンストレーションスポーツに参加し、みんなで楽しむ。
デモンストレーションスポーツの体験教室に参加する。

※デモンストレーション
スポーツとは、国体・
大会開催にあわせて
行われる、子どもから
大人まで楽しめる、県
民参加型のレクリエー
ションスポーツです。

【例えばこんなこと！】
●
●

●
●

地元で行われる市町民運動会や国体・大会の開催競技体験教室に参加する。
えひめスポーツデーや愛媛スポーツ・レクリエーション祭など各種スポーツ
イベントに参加し、スポーツや催しものを楽しむ。
愛媛マラソンなど県内各地で開催されるスポーツ大会に参加する。
えひめ国体・えひめ大会ダンス・体操（えがおダンス・えがお体操）教室やコンテ
ストに参加する。

デモンストレーションスポーツに参加するデモンストレーションスポーツに参加する

３B体操３B体操

パラグライディングゲートボールゲートボール

ビリヤードビリヤード

パラグライディング

体験教室（ホッケー）
スポーツイベント
（ボルダリング）体験教室（ホッケー） スポーツイベント（綱引）スポーツイベント（綱引）
スポーツイベント
（ボルダリング）

1

市町民運動会や開催競技体験教室などに参加する市町民運動会や開催競技体験教室などに参加する2
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音声コード

【例えばこんなこと！】
●地元で開かれるスポーツ大会などに足を運び、間近にスポーツの迫力やおもしろさを体感する。

【例えばこんなこと！】
●地元のプロスポーツチーム「愛媛ＦＣ」「愛媛マンダリンパイレーツ」
や地域のスポーツチームなどを応援する。

長崎国体
少年男子バスケットボール

長崎国体
成年女子フェンシング

東京大会
車椅子バスケットボール

長崎国体
成年男子ウエイトリフティング

長崎国体
少年男子バスケットボール

長崎国体
成年女子フェンシング

愛媛FCの応援 愛媛マンダリンパイレーツの応援愛媛FCの応援 愛媛マンダリンパイレーツの応援

東京大会
車椅子バスケットボール

長崎国体
成年男子ウエイトリフティング

いろいろなスポーツを観戦する

地域のスポーツ活動を応援する

いろいろなスポーツを観戦する3

地域のスポーツ活動を応援する4
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音声コード音声コード

【例えばこんなこと！】
●
●
●

一緒にしようわがまちづくり一緒にしようわがまちづくりいい 　環境美化や環境にやさしい取り組みなどを積極的に推進し、全国から訪れる方々に自慢
できる美しい“わがまち”を県民みんなで創り出すとともに、活動を通じて、地域コミュ
ニティの活性化や持続的な発展につながるような、新しい絆づくりを目指します。

道路・河川・海岸などの環境美化活動に参加する

花いっぱい運動に参加する

　環境美化や環境にやさしい取り組みなどを積極的に推進し、全国から訪れる方々に自慢
できる美しい“わがまち”を県民みんなで創り出すとともに、活動を通じて、地域コミュ
ニティの活性化や持続的な発展につながるような、新しい絆づくりを目指します。

地域の環境美化活動に参加し、ゴミ拾いなどの清掃活動を行う。
開・閉会式会場や競技会場の清掃活動に参加する。
えひめ国体・えひめ大会開催に合わせたクリーン運動に参加する。

道路・河川・海岸などの環境美化活動に参加する

競技会場の清掃活動競技会場の清掃活動

学生による
ボランティア清掃
学生による

ボランティア清掃

おもてなし広場のマスコット花飾り
（地元農業系高等学校生徒作品）

地域の花いっぱい運動おもてなし広場のマスコット花飾り
（地元農業系高等学校生徒作品）

地域の花いっぱい運動

ボランティア清掃に参加ボランティア清掃に参加

1

花いっぱい運動に参加する2
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音声コード

【例えばこんなこと！】
●
●
●

地域の花いっぱい運動に参加する。
推奨花を育て、自宅や学校、公民館など身近な施設を花いっぱいに飾りつける。
開・閉会式会場や競技会場などを飾るための推奨花を育てる。

【例えばこんなこと！】
●
●
愛媛県ノーマイカー通勤デーに参加するなど、積極的に公共交通機関を利用する。
循環型社会づくりなどの環境イベントに参加したり、３Ｒ活動に取り組んだりする
など、積極的に環境にやさしい取り組みをする。

【例えばこんなこと！】
●春と秋の全国交通安全運動や防犯パトロールなどに積極的に参加
する。

交通安全運動に参加交通安全運動に参加

おもてなし広場に飾られた花
開・閉会式会場に
飾られた花

開・閉会式会場に
飾られた花おもてなし広場に飾られた花

花の水やりをする
「みきゃん」
花の水やりをする
「みきゃん」

花で飾った
マスコットキャラクター

花で飾った
マスコットキャラクター

交通安全運動や防犯活動に参加する

公共交通機関の利用など環境にやさしい取り組みをする

交通安全運動や防犯活動に参加する3

公共交通機関の利用など環境にやさしい取り組みをする4



音声コード

大 会 名

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会の概要
え　  がお

第72回国民体育大会 第17回全国障害者スポーツ大会

愛　　称

●お問い合わせ先

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会
（事務局：愛媛県えひめ国体推進局国体総務企画課）
〒790-8570  松山市一番町四丁目4-2 
TEL 089-947-5470   FAX 089-947-5721
平成27年2月発行

★ホームページはこちら
URL http://www.ehimekokutai2017.jp/

え　　が お

前向きな気持ちと思いやりの心が結集した愛のある笑顔「愛顔」でおもてなし。選手・役員や観客、運営を支えるスタッフなど
みんなが愛顔でつながる大会にします。

えひめ国体 検 索

えがおは君のためにある
作詞：篠原 勲・市川 勇嗣　作曲：篠原 勲　編曲：石戸谷 斉　歌：水樹 奈々

イメージ
ソ  ン  グ

開 会 式
閉 会 式

愛媛県総合運動公園陸上競技場
（ニンジニアスタジアム）

Facebook、twitter、
LINE@もやってるよ！
見てね！

スローガン 参加するすべての人々が、愛媛を駆け抜ける風のように舞い輝く大会となることを
イメージし、愛媛らしく俳句仕立てにしています。

マスコット
障スポ
みきゃん

国体
みきゃん

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会マスコット
「みきゃん」です。何にでも前向きで、スポーツが
大好きな「みきゃん」が、両大会を一緒に盛り上げます。

え がお

開催期間

え  がお

え  がお

市町実行委員会等一覧 愛顔つなぐえひめ国体（第72回国民体育大会）のお問い合わせ先
愛顔つなぐえひめ大会（第17回全国障害者スポーツ大会）のお問い合わせ先　（平成27年2月1日現在）

市　町　名 実行委員会等名・連　絡　先 市　町　名 実行委員会等名・連　絡　先

松　山　市

今　治　市

宇　和　島　市

八　幡　浜　市

新　居　浜　市

西　条　市

大　洲　市

伊　予　市

四国中央市

西　予　市

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会松山市実行委員会
089-948-6426
愛顔つなぐえひめ国体今治市実行委員会
0898-36-1733
愛顔つなぐえひめ国体宇和島市実行委員会
0895-49-7087
愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会八幡浜市実行委員会
0894-22-3111
愛顔つなぐえひめ国体新居浜市実行委員会
0897-65-1520
愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会西条市実行委員会
0897-52-1660
第72回国民体育大会大洲市実行委員会 0893-57-9995
市民福祉部社会福祉課 0893-24-1758
愛顔つなぐえひめ国体伊予市実行委員会
市民福祉部福祉課 089-982-1111

第72回国民体育大会四国中央市実行委員会
0896-28-6162
愛顔つなぐえひめ国体西予市実行委員会
0894-62-6416

東　温　市

上　島　町

久万高原町

松　前　町

砥　部　町

内　子　町

伊　方　町

松　野　町

鬼　北　町

愛　南　町

第72回国民体育大会東温市実行委員会
089-964-1500
愛顔つなぐえひめ国体上島町実行委員会
0897-77-2128
愛顔つなぐえひめ国体久万高原町実行委員会
0892-21-1111
愛顔つなぐえひめ国体松前町実行委員会 089-985-4138
保健福祉部福祉課 089-985-4112
愛顔つなぐえひめ国体砥部町実行委員会 089-962-1027
介護福祉課 089-962-6299
愛顔つなぐえひめ国体内子町実行委員会
0893-44-2160
教育委員会生涯学習室
0894-38-2661
教育委員会教育課
0895-42-1118
愛顔つなぐえひめ国体鬼北町実行委員会
0895-45-1111
愛顔つなぐえひめ国体愛南町実行委員会
0895-73-1112

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお

え がお


