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輪之内町の記録

軟式野球ミナモと輪之内町の木（梅）・花（たんぽぽ）・鳥（ひばり）

東日本大震災復興支援　第67回国民体育大会
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　ぎふ清流国体軟式野球競技会を輪之内町のほか大垣市・養老町・垂井町・本巣市・各務原市の6会場で開
催しました。台風の影響により3日間に及んだ大会でしたが、関係者の尽力とおもてなしの心により、無事
終えることができました。10月3日(水)には、3会場にて準決勝・決勝及び順位決定戦を行いました。

第１試合

長野県 対 山口県
０−２

第２試合
高知県 対 岐阜県１−２

無失点に抑えた山口県の長澤投手

試合終了後、1チーム16名の監督・選手が整列

長野県の攻撃

投打で活躍　高知県の大矢投手岐阜県の西本捕手1回戦突破！ 岐阜県の梶原投手

軟式野球競技会（成年男子）
東日本大震災復興支援  第67回国民体育大会

平成24年  9/30(日)〜10/2(火)
輪之内アポロンスタジアム

9／30(日) 　

 1回戦
くもり
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奈良県の攻撃

円陣を組む鹿児島県

鳥取県の大林投手が完封勝利

延長13回の死闘　千葉県が決勝点

児童生徒が「声援」でおもてなし ミナモバンダナとミナモ応援うちわを力に
岐阜県が準々決勝へ進出

応援団長のミナモ鳥取県先発の藤目投手リーリーリー　バック！

第１試合

奈良県 対 鳥取県
０−１

第２試合

千葉県 対 鹿児島県
１−０  延長13回

第１試合
岐阜県 対 鳥取県２−０

10／1(月) 　

 1回戦
くもり

10／2(火) 　

 2回戦
晴  れ
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岐阜県先発の岸本投手

夢をありがとう！ 千葉県は準優勝・岐阜県選抜チームは順位決定戦で5位入賞

満席のスタンド 立ち上がって応援する中学生

千葉県の濱田主将が2ランホームラン

第３試合

千葉県 対 岐阜県
３−１

ベンチ入りを
果たせなかった
仲間への想いを胸に

準々決勝

セ
ン
ト
ラ
ル
硝
子
㈱

宇
部
工
場
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軟式野球競技リハーサル大会
平成24年  6／30(土)・7／1(日)　輪之内アポロンスタジアム
天皇賜杯　第67回全日本軟式野球　岐阜県大会
　ぎふ清流国体軟式野球競技のリハーサル大会として、輪之内町のほか大垣市・養老町・
垂井町・本巣市・各務原市の6会場にて熱戦が繰り広げられました。
　7月2日(月)には、大垣市にて準決勝・決勝を行いました。

試合後、選手にサインを
求める野球少年団員

6／30(土) 　

 1回戦
晴  れ 7／1(日) 　

 2回戦
雨

準々決勝

第１試合

第２試合

第３試合

第１試合

第２試合

第３試合

第1日目は輪之内会場に6チーム登場 第2日目は雨の中の激闘

90日前

おめでとう!
優　勝：岐阜日野自動車(株)

準優勝：濃 飛 西 濃 運 輸

岐阜信用金庫 対
THE BIG RED MACHINE

濃飛西濃運輸 対
マイナーリーグ

サウスライジング
対

萩原倶楽部

濃飛西濃運輸
対

サウスライジング

濃飛西濃運輸 対 L櫻

マイナーリーグ
対

ミズノテクニクス
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軟式野球競技会  歓迎イベント
平成24年  9／30(日)  午前8時　輪之内アポロンスタジアム会場前

9／30(日)  午前８時15分　輪之内アポロンスタジアム

　軟式野球競技会開催の合図として、神明神社ぞうすい祭保存会による「輪之内の太鼓披露」
を行いました。

　大会初日、第1試合の開始直前に輪之内町長による始球式を行いました。

勇壮な和太鼓の音

木野　隆之 町長による始球式

4張の和太鼓が揃う

打者は長野県代表、捕手は山口県代表

刻
とき

太
だい

鼓
こ

始球式

大会期間中
輪之内アポロンスタジアム会場内
　来会した10チームに「輪之内スイーツ・
ご当地スイーツ」をプレゼントしました。

輪之内スイーツ・　　　　
ご当地スイーツプレゼント

千葉県代表にチーム担当からプレゼント

青木製菓舗の「大福」

たんぽぽを練り込んだ手作りの「たんぽぽ・ほうれんそうクッキー」
NPO法人ピープルズコミュニティ(安田 裕美子代表)が考案

本戸おもてなし隊による
｢おからドーナツ｣「さつまいもケーキ」
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歓迎装飾
6／30(土)　仮設歩道橋「たんぽぽ橋」

本大会期間中

　テープカットとくす玉割りの後、ミナ
モと一緒に渡り初めを行いました。

　競技会場と選手バス
駐車場をつなぐ歩道橋
として利用されました。

大きなハサミでテープカット ミナモと一緒にアーチの完成を祝う

退公連女性部ボランティア
による造花作り

アーチの片面は中学生が製作
「心をあわせ　ひとつになろう」

ご当地ミナモと都道府県応援のぼり旗を
大会後、出場32チームへ贈呈

高さ10ｍの特大のぼり旗
「ようこそ　わのうち」

タンポポ歓迎アーチ

欄干には保育園児が描いた
タンポポとカワバタモロコ

中江川の両側にのぼり旗

横断幕は町体育協会・社会人野球協会の協賛

大会一週間前から大会期間中
競技会場及び会場周辺

　ご当地ミナモのぼり旗200本や小中学生の手書きによる都道府県応援のぼり
旗150本等を掲げました。

のぼり旗
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花飾り運動

10/1（月）　ボサギク100鉢（岐阜県：県産花きPR事業）
10/2（火）　ボサギク100鉢・ミニバラ100鉢（町単独）

大会期間中　競技会場外周
県産ヒノキ間伐材製プランターボックスを
100個飾りました。

（岐阜県：木づかい推進事業）
　会場花かざり後、来場者にプレゼントしました。

大会期間中　競技会場・競技会場周辺・練習会場
ぎふ清流国体推奨花「みんなで育てる花」を大切に育てました。

（（財）花の都ぎふ花と緑の推進センターの助成を受けました）

町特産品のけんがい菊・輝く輪（きくりん）・ミニバラによる花かざり

けんがい菊480鉢の「立体飾花」

大垣養老高校の花苗を中学生が移植 JAにしみの女性部ボランティア シール付プランターを700個設置

大会期間中　競技会場・競技会場周辺
町特産品による花飾りで来場者をお迎えしました。

（（財）花の都ぎふ花と緑の推進センターの助成を受けました）
町特産品による花かざり

「悲願達成」の言葉にかけた
ヒガンザクラの苗木を植樹

（岐阜県の補助を受けました）

4/7（土） 輪之内町プラネットプラザ公園
国体強化指定選手3名による
記念植樹を行いました。

記念植樹

県産材プランターボックス ぎふの花プレゼント

花かざりプランター
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カウントダウンイベント日記

9/17（土） 輪之内中学校グランド
輪之内中学校 ミナモ巨大モザイク

中学生が事前に色塗りしたパネル100枚で
9m四方の巨大モザイクを展示しました。

パネルに色塗り 完成したミナモ巨大モザイク 体育祭にて披露

400日前

平成23年　7/7（木） 輪之内アポロンスタジアム
輪之内町国体シンボルマーク掲示式と車両出発式

輪之内Ver.シンボルマークを防球ネットに装飾し、動く広告塔として
町コミュニティバス、公用車にシンボルマークをつけました。

防球ネットに掲示車両出発式

《輪之内Ver.シンボルマーク》
　緑豊かな濃尾平野の大地と、水に囲まれた輪中を
イメージし、競技シンボルの軟式野球ミナモを重ね
ました。輪之内町のイメージを全国の人に持っても
らおうという希望を込めました。

450日前

9/30（金） 輪之内アポロンスタジアム・輪之内町文化会館アーリオンホール
ぎふ清流国体 工藤公康氏野球教室・輪之内町総決起大会

日本プロ野球名球会の工藤公康氏の野球教室を開催しました。
総決起大会では、国体の成功を誓い合いました。

工藤 公康 氏がのぼり旗と野球ボールに激励メッセージ
「諦めない心が　夢つかむ」

365日前
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5/10（木） 輪之内町文化会館リトルホール
タンポポ歓迎アーチ製作宣言

11/26（土） 輪之内アポロンスタジアム
親子でスポーツにチャレンジ！・県選抜候補選手による野球教室

第1部は元中日ドラゴンズ投手の鹿島　忠 氏の野球教室（県主催）を開催しました。
第2部は中学生を対象に国体岐阜選抜候補選手による野球教室を開催しました。

6/17（日） 本戸たいしょう池付近
リハーサル大会結団式

あじさいまつり会場にて軟式野球競技リハーサル大会
の結団式を行い、本大会でふるまう「ご当地スイーツ」
を試食していただきました。

輪之内町の花「タンポポ」の造花でタンポポ歓迎アーチを製作し、
中江川の仮設歩道橋「たんぽぽ橋」に設置しました。

平成24年　3/17（土） 輪之内アポロンスタジアム
人の手で輪之内の輪を作ろう

輪之内アポロンスタジアム改修記念として、
約1,000人の参加者が球場の遊歩道で手をつなぎ、輪之内の輪をつくりました。

旗の入場

手作りのタンポポ飾りを手に
「みつば学級」受講者のみなさん

ミナモバンダナを首に巻き、手をつないで「輪之内の輪」を表現

国体岐阜選抜候補選手の指導を受ける野球部員講師の鹿島 忠 氏

100日前

150日前

200日前

300日前
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ギフとフラッグ制作
ワークショップ
5/15（火）〜17（木）
輪之内町立図書館

8/30（木）　 輪之内町文化会館アーリオンホール
未来につなぐぎふ清流国体　選手壮行会
ボランティア・炬火リレー結団式

6/21（木）　岐阜県庁前
100日前一斉キャラバン出発式

6/22（金） 輪之内町役場玄関ロビー
カウントダウンミナモ除幕式

国体参加選手の壮行会と国体に協力していただく
ボランティア並びに輪之内町炬火リレー走者70
名の結団式行いました。

ぎふ清流国体総合開会式の100日前の6/21に
広報車による一斉キャラバンが出発しました。

軟式野球競技会までの日数を知らせる
カウントダウンミナモの除幕式を行いました。

　公募した「お宝の絵」をもとにぎふ清流国体・ぎふ清流大会の
総合プロデューサー日比野克彦氏（岐阜市出身）がデザインした

「ギフとフラッグ」を地域のみなさんと一緒に作りました。
《採用された8つのお宝》（応募作品472点）

表彰式　6/17（日） あじさいまつり会場

木野町長が乙姫さまの
目を貼り完成しました

小さな布をていねいに貼りました

国体出場選手と国体出場経験者8名によるトークショー 炬火リレートーチ保持者の宣誓

各市町の広報車が出発 除幕を行った町長と人事院派遣研修員の吉村・笹田氏

小林 行夫 本戸区長の結団宣言

市町村シンボル旗

◦薩摩義士 野々垣　栞さん
◦あじさい 粟 井 音 葉さん
◦カワバタモロコ 加納隆太郎さん
◦自然（輪之内の輪） 浅 野 晃 大さん
◦けんがい菊 船 戸 美 佳さん
◦ハツシモ米 河 村 笑 吏さん
◦町の花タンポポ 浅 野 邦 子さん
◦乙姫伝説 伊 藤 　 巧さん

30日前
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キャンドルナイト

9/2（日）〜5（水）　輪之内町文化会館センタープラザ

9月2日に海津市から届いた炬火を廃油
やペットボトルを再利用したキャンド
ル2,500個に分火し、炬火リレー前日
の9月5日まで「キャンドルナイト」を開
催しました。

町制35周年記念として平成元年に制作した町イメージソング「緑きらめく町」の手話バージョンを初披露

リサイタル

平成24年　9/2（日） 輪之内町文化会館アーリオンホールダ・カーポコンサート

メッセージ入り廃油キャンドル

第二夜

コーラス
アルウェット

第三夜

マミー
アンサンブル

第一夜

アダージョ
マンドリン

最終夜

ソプラノ歌手　小川 茂子さん
&キッズミナモダンス
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炬
きょ

火
か

リレー　田舟、上げ舟でつなぐ輪中の火

9/6（木）　 輪之内町炬火リレー　町内7区間　7.9㎞ 

平成24年　 9/5（水）
小学校炬火リレー　町内3小学校

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の炬火「清流ぎふ　絆の炎
ひ

」を3小学校に分火し、
小学校独自の炬火リレー・炬火イベントを行いました。

県内42市町村を一筆書きで巡る炬火リレーを行いました。県内36番目となる輪之内町では、7区間7.9㎞
の道のりを70名の走者がつなぎ、沿道の声援に応えました。

6年生代表のトーチに採火 炬火リレー隊が校庭を行進 6年生代表が体育館を1周

庁舎中庭の田舟に設置された炬火
20日前

（有）九重～1.4㎞ 仁木保育園～1.4㎞

輪之内町役場

輪之内郵便局～1.1㎞ 役場～1.5㎞ 上げ舟の炬火台

エフピコ愛パック㈱～0.6㎞ 岐阜日野自動車㈱ショートなごみの～0.8㎞㈱菓子問屋カナモリ～1.1㎞

（応募作品 98点）表彰式 9/6（木）　炬火歓迎式会場

最優秀賞　「つなげよう　心をひとつに　輪中の火」 森島　寛貴さん（輪之内中2年）
優 秀 賞　「未来への　希望を照らす　輪之内の火」 伊藤　静流さん（輪之内中2年）
優 秀 賞　「はばたけ未来へ　希望の火」 牧野　更紀さん（輪之内中2年）

採用

輪之内町の炬火名決定

3小学校の火と合火

大藪保育園児のミナモダンス

安八町長へ引継ぎ

第1区間

第4区間

第7区間

第2区間

第5区間

炬火歓迎式

引継地

第3区間

第6区間

仁木小 福束小 大藪小
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軟式野球競技会を支えた皆さん

輪之内会場の競技運営に尽力された役員の皆さん

競技会役員・競技役員

競技本部

審判員

放送室・記録員席

視察員に応対する澁谷 総務主任

実施本部・記録本部

グラウンド整備

10/1（月）　神戸中学校野球部員9/30（日）・10/2（火）　大垣東高校・海津明誠高校の野球部員

競技補助員（中高生ボランティア）

㈱コンドウ企画提供　帽子・ベストはミズノ㈱製作
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輪之内町実施本部

ぎふ清流国体を応援してくださった皆さん、ご協力ありがとうございました。

競技会係員

本戸おもてなし隊（さつまいもケーキ・おからドーナツ） 休憩所係（米こうじドリンクの試飲）

競技会補助員（登録ボランティア）

駐車場係

輪之内町「たんぽぽの里」

警備係環境美化係 輪之内中学校生徒

派遣看護師

看 護 師売 店 （ 3 店）

「ミズノ株式会社」

「ミナモのお店」　　　　　　　

競技会役員等が着用したベストのデザイン原案は



この広報は
再生紙を使用しています。

 〒503-0212 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田1495番地 輪之内町教育委員会内
☎050-5808-9602　　FAX 0584-69-4592
　0584-69-4500
■ホームページ　http://www.tanpopo.ne.jp/~wakyo/
■ Eメール wakyo@tanpopo.ne.jp

 広報わのうち　ぎふ清流国体特別号 

 発行：ぎふ清流国体輪之内町実行委員会 

総合開会式 平成24年  9/29(土)
岐阜メモリアルセンター　長良川競技場（岐阜市）

　東日本大震災復興支援 第67回国民体育大会が、天皇陛下・皇后陛下のご臨席を仰ぎ、盛大に開会しました。

総合閉会式 平成24年  10/9(火)
岐阜メモリアルセンター　長良川競技場（岐阜市）

　第67回国民体育大会は、47年ぶりに天皇杯、皇后杯の両杯を獲得し、感動の中で閉会しました。

お成り 平成24年  10/2(火)
輪之内町文化会館リトルホール

高円宮妃殿下並びに典子女王殿下がお成りになり、
輪之内町にて御昼食をとられました。

オープニングプログラム～式典前演技
｢清流こよみぶね｣12隻が出航

式典のアナウンスを
担当した輪之内町の
河合美季さん
（大垣南高校3年）

天皇・皇后両陛下　〔写真提供：岐阜県〕

来年のスポーツ祭東京2013
マスコットの「ゆりーと」

輪之内町の
｢ギフとフラッグ｣

高円宮妃殿下並びに典子女王殿下
〔写真提供：岐阜県〕　

小旗を手にお出迎え　〔写真提供：岐阜県〕

秋篠宮殿下・妃殿下　〔写真提供：岐阜県〕 皇后杯を受け取る輪之内町の伊藤真希さん(大垣南高校１年)
〔写真提供：岐阜県〕

温かいご声援ありがとうございました　〔写真提供：岐阜新聞社〕
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