
スポーツの感動を広め、
　　　子どもたちの明るい未来へとつながる
　　　　　　　　　　　　　　国体・大会を目指して！

誰でも参加できる！誰でも楽しめる！
たとえば、こんなアクションで。

1　県民運動の基本目標 3　様々なアクション 7 　花いっぱい運動

15　競技会場・ふるさとマップ 17　デモンストレーションスポーツ

募金箱

福井しあわせ元気国体・大会ホームページ
競技や会場の情報のほかにも、ぬり絵、壁紙のダウンロード、無料アプリ「はぴり

ゅうカメラ」など、楽しいコンテンツがいっぱい！はぴりゅうの広報スケジュールや

はぴりゅうブログもあるよ！ぜひアクセスしてみてね！

マスコットユニット

福井しあわせ元気国体・大会の概要

（

ホームページは
こちら！→

facebookは
こちら！→

Twitterは
こちら！→

音声コード 音声コード



国体を通じて得られる
さまざまな感動を
参加者全員で共有し、

この感動を
福井県の次世代を担う
子どもたちの明るい未来に
つなげましょう！

誰でも参加できる！誰でも楽しめる！   たとえば、こんなアクションで。

基本目標

スポーツの感動を広め、
子どもたちの

明るい未来へとつなげる

選手が躍動し、
感動を生む国体

県民が創り、
楽しむ国体

参加者のつながりを深め、
福井の魅力を発信する国体

１県民１参加 みんなで　  創り楽しむ国体・大会にしよう

１県民１スポーツ 気軽にスポーツを楽しもう！

１県民１自慢 ふるさと　  福井の魅力を全国に発信しよう
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県民運動が
日常生活の中で生かされ、

身近なスポーツ
生きがいや楽しみ
健康長寿の推進

地域コミュニティ活動の活性化
地域を担う人づくり
につながる

スポーツ文化の定着を！

　
　
　
　
　で

　
　
　
　
　を
開
催
し
ま
し
ょ
う
！

国
体
・
大
会

県
民
総
参
加

会場や駅などを
手づくりの
ウェルカム・
デコレーション
で飾ろう

郷土芸能や
ダンス等を
練習し、
国体行事で
披露しよう

国体の広報
ボランティアに
参加しよう

点字ブロックや
ハートフル専用
パーキング等を
使いやすく
しよう

交通ルールを守り、
交通マナーの
向上に努めよう

募金や協賛で
国体・大会に
参加しよう

大会運営や
情報支援の
ボランティアに
参加しよう

障がいへの
理解を深める
研修に
参加しよう

家族みんなで
スポーツを
楽しもう

デモンストレーション
スポーツを
楽しもう

様々なスポーツを
体験し、
自分に合った
スポーツを
見つけよう

スポーツを通じて、
交流の輪を
広げよう

学校の授業や
出前講座などで
国体・大会ダンスを
習得しよう

国体・大会ダンスと
併せて、
真向法や
様々なダンスを
やってみよう

障害者スポーツの
体験教室に
参加しよう

食と運動による
健康づくりに
参加しよう

観光スポットや
食文化、
郷土料理などを
来県者に
アピールしよう

きれいな
景観や自然、
歴史遺産、
観光コースを
知ろう

全国から集まる
選手・役員などに
進んで
声かけしよう

道やお店を
案内するなど、
来県者を温かく
おもてなし
しよう

クリーンアップ運動や
スポーツＧＯＭＩ拾いに
参加しよう

会場や
その周辺を
花いっぱいに
する運動に
参加しよう

通学路沿線で
地域の
見守り活動を
しながら
花を育てよう

新福井県民歌を
覚えて、
色々な機会に
みんなで
歌おう

募金箱

福井国体ビジョン

音声コード 音声コード



はぴりゅう募金に
ご協力をお願いします

積極的かつ適切に
ＡＥＤを使用しよう

手話や要約筆記・筆談などの
研修に参加しよう

　両大会の成功に向けて、はぴりゅう募金を
実施しています。
　この募金は、
　①障害者スポーツ大会の運営費やバリアフ
　　リー環境の整備
　②両大会を契機とした次代に残る環境整備
　③来県者の心に残る福井流のおもてなし　
　　県民運動
などに活用させていただきます。

　両大会期間中は、全国から多くの方が来県
されます。
　聴覚に障がいのある方の情報保障のお手伝
いをする「情報支援ボランティア」として参加
するために、手話や要約筆記などを身につけ
てみませんか。

　両大会では、選手・監督をはじめ、大会関係
者、一般観覧者など全国各地から多くの方が
来県されます。
　その参加者の心室細動等に起因する突然
死を減少させるため、AEDの取扱い、救命救
急処置の講習会を開催していきます。

　AEDが必要な場面で積極的かつ適切に使
用できる、安全で安心な競技環境・観覧環境
を整備していきましょう。

募金箱

☆☆☆こんな研修があります☆☆☆
 ・手話奉仕員養成
 ・手話通訳者養成
　（※手話奉仕員の方が
　　　　　　対象です。）
 ・要約筆記者養成
 ・筆談者養成

はぴねすダンス・体操を
みんなで踊ろう

　◆健康・体力づくりにもつながる
　　『はぴねすダンス』
　◆より振付が簡単で、誰でもできる
　　『はぴねす体操』
をみんなでいっしょに踊って、
両大会を盛り上げましょう！！

音声コード

みんなにやさしい
まちにしよう

　両大会期間中は、全国から多くの方が来県
されます。また、障がいのある人や高齢の方も
いらっしゃいます。
　すべての人が、お互いを思いやる「こころの
バリアフリー」でお迎えしましょう。

ハートフル専用
パーキングを
正しく利用しましょう！

良好な交通マナーで
県外者を迎えよう

　交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践
して、全国から来県される方をお迎えしよう。

電車やバス、自転車を
積極的に利用しよう

　両大会期間中は交通渋滞が予想されます。
　道路の混雑緩和やみなさんの健康増進のた
め、日ごろから電車やバス、自転車を利用し、
クルマの過度な利用を控えましょう。

　クルマを利用する場合は、相乗りしたり、
パーク＆ライド（最寄り駅でクルマを駐車し、
電車に乗換）なども活用したりしましょう。

エコドライブで
交通マナーアップに取り組もう
　エコドライブは安全運転につながるだけで
なく、燃料代の削減や地球環
境にもやさしい取組みです。
　自動車を運転する時は、
　◆急加速や急ブレーキの
　　少ない運転
　◆早めのアクセルオフ
に努めましょう。

音声コード



観光客を確かな知識と
明るい笑顔で迎えよう

みんなできれいな
福井をつくろう

スポーツＧＯＭＩ拾い大会
（スポゴミ）に参加しよう

新しい福井県民歌を
みんなでうたおう

　県では、おもてなしの一層の向上を図るた
め、「福井県観光おもてなし認定制度」を推進
しています。 
　お仕事で観光客に接する方々や意欲ある県
民の方々を対象に、福井県の観光や接遇の知
識が学べる講習と認定試験を開催しています
ので、ぜひご参加ください。

　両大会に向けて、みんなできれいな福井を
つくろう！
　クリーンアップふくい大作戦に参加し、身近
な美化活動をホームページ「クリーンアップふ
くい」に投稿しよう！

　スポゴミは、定められたエリアで、制限時間
内にチームでゴミを拾い、ゴミの量と
質でポイントを競います。
　県内各地でスポゴミを開催しま
すので、参加して一緒にきれいな
福井県を目指しましょう！

　この新しい福井県民歌は、両大会に向け、県
民歌を広く県民に歌っていただくため、平成
26年度に本県出身の世界的な音楽家である
小松長生氏に依頼し、三好達治の歌詞に、親し
みやすく歌いやすい曲を新しく作曲したもの
です。

　新福井県民歌を覚えて、両大会をはじめ、
ふるさとの日の記念行事や県民スポーツ祭な
ど、いろいろな機会にみんなで歌いましょう！

長江は　野に横たはり
青海は　岬にうたふ
国どころ　越前若狭
たたなはる　山しうるはし♪

音声コード

みんなで一緒に
スポーツの楽しさを味わおう

手軽な運動とヘルシーな食事で
健康づくりをしよう
　県では、低塩分で野菜たっぷりのバランス
のとれた食事を「ふくい健幸美食」とし、家庭
で使えるレシピを紹介しています。

　また、本県は、共働き率が日
本一であり、外食や惣菜の利用
が多いことから、県独自のヘル
シー基準に合った定食や弁当、
惣菜を「ふくい健幸美食」とし

て認証し、飲食店やスーパー、農産物直売所等
での提供を拡大しています。

福井バイコロジスト宣言に
参加しよう
　クルマに頼り過ぎた生活の見直しと、自転
車の積極的な活用を宣言し、福井の自転車を
盛り上げましょう。

＜宣言項目＞
　①3km以内は自転車を積極的に使います。
　②自転車の交通規則、マナー
　　を守ります。
　③クルマに乗る時は、自転車
　　を邪魔者にしません。
　④自転車利用の輪を拡げるた
　　めの運動に協力します。
　賛同いただける方は、ホーム
ページなどから参加をお願いします。

「県民スポーツ祭」に
みんなで参加しよう

　生涯にわたって元気でいきいきとしたスポ
ーツライフの実現「１県民１スポーツ」を目指
す、県内最大のスポーツイベントです。
　◆競技会開催…国体正式競技やデモスポ、
　　　　　　　　 ニュースポーツ等を実施
　◆スポーツフェスタ開催
　　　　　　　…国体正式競技やデモスポ等
　　　　　　　　の体験型イベントを実施
　家族みんなで気軽に参加してみましょう。

◇「福井しあわせ元気大会」の
　　　　　　　競技を体験しよう！

　※やったことある人も
　　　　はじめての人も
　　　スポーツを体験しよう！

　※フライングディスクや
　　卓球などの正式競技の他に
　　　卓球バレーや
　　　　車いすテニスもあるよ！

音声コード



みんなで進める美しい道づくり

ふるさと福井の美しい農村景観づくり

福井しあわせ元気国体・大会の花

音声コード

花いっぱい運動

花の景観づくり

地域の花づくり活動

　プランター栽培をはじめ、会場へのアクセス道路や
花壇、庭先などに花を植栽して、両大会で全国から訪
れる多くの来県者の方を、「花いっぱいの福井県」で温
かくお迎えしましょう！

音声コード



ヒガンバナ

バラ

キク

おうちの庭や道路沿いなどの景観形成に使用する花(5種)

音声コード

おうちの庭や道路沿いなどの景観形成に使用する花(5種)

ナデシコ

コスモス

音声コード



マリーゴールド

ベゴニア・センパフローレンス

競技会場を彩るプランターや地域の花壇などで使用する花(8種)

音声コード

競技会場を彩るプランターや地域の花壇などで使用する花(8種)

ケイトウ

管理の基礎
種まき

苗の植え替え

定植

定植後の管理

音声コード



ジニア（百日草）

メランポジューム

競技会場を彩るプランターや地域の花壇などで使用する花(8種)

音声コード

ペチュニア

コリウス

センニチコウ

競技会場を彩るプランターや地域の花壇などで使用する花(8種)

音声コード



音声コード 音声コード

福井しあわせ元気国体は、
平成30年9月29日(土)～10月9日(火)

福井しあわせ元気大会は、
平成30年10月13日(土)～10月15日(月)

に開催されます。

福井が全国に自慢できる食や
身近にある地域の宝を再発見し紹介するなど、
全国から訪れる多くの来県者をおもてなししよう！

県
外
開
催

デモンストレーションスポーツとは

あわら市

坂井市

福井市 永平寺町 勝山市

越前町

鯖江市

越前市 大野市

池田町

南越前町

敦賀市

美浜町

高浜町

おおい町

小浜市

若狭町

県内すべての市や町で
デモスポを開催します！

石川県金沢市 静岡県御殿場市

ふるさとマップ競技会場マップ



カヌーポロ【あわら市】 バウンドテニス【坂井市】

　１人乗りのカヤックに乗って行う、ハンドボールとバ
スケットボールを融合したような水上スポーツです。
　ボールはパスでつなぐか、ドリブル（ボールを体か
ら1m以上離したあと再び触る。）をしてつなげ、得点
を競います。

　音楽にのせていろいろなステップを踏み、スピード
感のある動きで個々の表現が求められます。
　音楽（ビート）にのって、心を解放させて自由な動
きをするときの一体感は、エアロビックならではの楽
しさです。

　フライングディスクを使用し、バスケット型のゴール
に何投で投げ入れることができるかを競うスポーツ
です。
　地形や目前の障害物、自然条件などに合わせて飛
行性能の異なるディスクを使い分けます。

　テニスコートの約1/6のコートで、ソフトテニスのボ
ールよりも小さく硬い球を使います。
　シングルス、ダブルスに加え、１分間に何回ラリーが
続くかを競う、６人で楽しめるチーム対抗の「BTラリ
ー戦」という種目もあります。

　バトンを回したり、空中に投げたりする芸術（アー
ト）スポーツです。コンタクトマテリアル（体の近くで
回したり、投げたりする動き）、ロール（体の一部にの
せて転がす動き）、エーリアル（投げ上げる動き）の３
モードを組み合わせて表現します。

　ドッジボールとほぼ同様のルールで、柔らかいディ
スクを使い、安全で手軽に楽しめるスポーツです。
　ボールではなくディスクを使用する
ため、腕力や体格の差が出にくく、年
齢性別を問わず楽しめます。

エアロビック【坂井市】 バトン【坂井市】

ディスクゴルフ【坂井市】 ドッヂビー【坂井市】

DISC GOLF

音声コード

　自信と勇気と行動力そして慈悲心を持った人を育
てるスポーツ『人づくりの行』として生まれました。
　少林寺拳法の技術は、護身術として構成され、技術
の優劣はもとより、礼儀作法、協調性など体と心の両
面も採点対象となります。

　羽根の付いたボールを木のラケットでテニスと同じ
ように打ち合う日本生まれのスポーツです。
　さまざまなテクニックや戦術を駆使でき、身体能力
以上に頭脳プレーが有効な点から、文科系スポーツと
評されることもあります。

少林寺拳法 【福井市】 エスキーテニス【福井市】

スティックリング【福井市】

　円形のポイントゾーンに向けて、スティックでパック
を打ち、得点を競い合うスポーツです。スティックが
パックの芯に当たると好音が響き、「シュー、ピタッ」
と止まり、とても爽快です。
　2006年に福井運動公園事務所で誕生しました。

　ボール・ベル・ベルターという３種類の用具を使っ
て、音楽に合わせて行う健康体操です。
　　　　　　　　用具を使うことで遊びの要素を取
　　　　　　　り入れながら、誰でも気軽に、体に無
　　　　　　　理なく楽しむことができます。

ミニバスケットボール【永平寺町】

　一般のバスケットボールに比べてボールは小さく、
リングの高さは低くなっており、日本では12歳以下
の小学生により行われます。攻防切り替えを早く要求
され、接触プレーも多くあるため、スピードとフィジカ
ルを頑強に鍛えることが必要とされます。

　山野や公園に設置したいくつかの地点を地図やコン
パスを使用し、各自の体力や能力に合わせてルートを
考えて、可能な限り短時間で走破するスポーツです。
　「頭とからだ、こころのスポーツ」で、冷静に判断す
る力、体力、強い意志が大切です。

３Ｂ体操【あわら市】 オリエンテーリング【あわら市】

音声コード



　還暦になった方を対象とした軟式野球で、軟式高
校野球と比べると、ボールの直径は2㎜小さく、重さ
は1g軽いです。
　また、塁と塁の間や、投手とホームベースの距離も
少し短くなっています。

　やわらかいボールを使用したバレーボールで、１チ
ーム４人で行われ、試合は３セットマッチ15点先取の
ラリーポイント制です。年齢に応じて部門が分かれて
おり、幅広い年代で楽しむことができます。
　福井県小浜市で誕生しました。

　木でできた目標球（ビュット）に金属製のボールを
投げ合って、相手のボールより近づけて得点を競い、
13点先取した方が勝ちになります。
　チームが様々な作戦を考えなくてはいけないこと
も魅力の一つです。

マレットゴルフ【南越前町】還暦軟式野球【南越前町】

　専用のスティックとボールを使って、決められた打
ち出し地点から、できるだけ少ない打数でホールに入
れることを競うスポーツです。
　1977年に福井運動公園事務所で誕生しました。

　ホッケーの正式競技は11人で行われますが、デモ
ンストレーションスポーツにおいては、小中学生やマ
スターズを対象に、６人で行うホッケーを実施する予
定です。

　ウッドスポーツ「木ッター」は、間伐材を活用した新
たなスポーツです。１チーム４人のうち３人がリレー方
式によって角材を切り、早さを競いま
す。種別があるため、幅広い年代で木
と触れ合うことができます。

ソフトバレーボール【南越前町】 ６人制ホッケー【越前町】

ペタンク【越前町】 【池田町】ウッドスポーツ

キ

音声コード

　羽根のついた専用ボールを素手で打ち合うバレー
ボールタイプのスポーツです。
　ボールは素手で打っても突き指やケガなどの心配
がなく、赤い４枚の大きな羽根がスピードを緩和する
ため、誰でも簡単にプレーすることができます。

インディアカ【鯖江市】 ラージボール卓球【鯖江市】

　ボールのサイズは直径44㎜、重さ2.4gのオレンジ
ボールで、普通の卓球よりも大きく、軽いボールを使
います。
　そのため、ボールのスピードは遅く、回転がかかり
にくいので、初心者でもラリーが続きます。

　順位を競うのではなく、健康や楽しみのために体を
動かす体操です。たとえば、リズミカルな健康体操、
凛とした演武、国際色豊かなダンス、華やかな演舞、
楽器や手具を使った体操、ペアダンスや会場いっぱい
のマスゲームなどがあります。

　60歳以上で行うソフトバレーボールです。
　競技は4人制と6人制があり、男女混合のシルバ
ー、ゴールド、プラチナ部門、またはレディース部門が
あり、プラチナ部門では80歳以上の選手も和気あい
あいとした熱戦を繰り広げます。

スポーツ吹矢【鯖江市】

　5～10ｍ先の的（中心より6・12・18・21㎝の
円）をめがけて、５本の吹矢を吹くスポーツです。
　胸式呼吸と腹式呼吸の両方を使うと同時に、射的
競技としてのスポーツ性も持たせたことで、楽しみな
がら心身を鍛えることができます。

　人間の強い気持ちを全身の円運動により表現し、
動きの中に静けさを求めます。
　　　　　　　　ゆっくりとした動きで、身体への負
　　　　　　　担がかからず、心身をリラックスさせ
　　　　　　　ることができます。

一般体操【鯖江市】

武術太極拳【越前市】 シルバーソフトバレーボール【越前市】

音声コード



サイクリング【大野市】 ウオーキング【敦賀市】
【勝山市】

パラグライダー【勝山市】 ドッジボール【敦賀市】

【小浜市】真向法

　自転車に乗って、走行を楽しむサイクリングは、自
分の力でどこまでも行けることが魅力です。
　自動車では気づかない景色なども発見できます。
　気軽なサイクリングを通して、サイクリスト同士の交
流もできます。

　大空を鳥のように飛ぶスカイスポーツです。
　自由飛行ができるようになると、レースにも出るこ
とができます。
　空で行われるレースでは、指定地点を順番に回り、
ゴールへの到達タイムで順位が決まります。

　身体に負担がかかりにくく、スポーツが苦手という
方もすぐに楽しめるという利点があります。
　歩きながら景色を見ると、四季の微妙な移り変わり
に気づくことができ、健康やダイエットにも効果的です。

　２つのチームに分かれて、相手にボールをぶつける
スポーツです。内野と外野にチーム員を配置し、相手
の内野にいる人に向かってボールを投げて、ボール
を当てられた人はアウトになります。そして、相手の
陣地に人がいなくなったら勝ちです。

　正式競技ボートの陸上トレーニングマシンです。最
近では、体力づくりや健康増進にも用いられています。
　　　　　　　　自分の漕いだ距離がリアルタイムで
　　　　　　　表示されるので、ゲーム感覚で気軽
　　　　　　　に楽しく体験することができます。

　いつでも、どこでも、だれでも、何の器具も用いず
に簡単にできる健康体操です。
　老若男女を問わず、短時間（３分間でも可能）で非
常に効果があります。
　福井県出身の長井津さんによって考案されました。

ボート（ローイングエルゴメーター）【美浜町】

音声コード

スポーツチャンバラ【小浜市】 グラウンド・ゴルフ【若狭町】

ゲートボール【若狭町】 ママさんバレー【おおい町】

ビーチラグビー【高浜町】 キッズトライアスロン【高浜町】

　日本の「チャンバラごっこ」と小太刀護身道を基に
生まれたスポーツです。
　アクリル製の面をつけ、空気が入ったエアーソフト
剣で打ち合います。

　Ｔ字型のスティックでボールを打ち、３つのゲートを
通過させ、コート中央のゴールポールに早く当てて上
がることを競うスポーツです。
　戦略性に富み、常に頭を使うスポーツなので、精神
面での若さを維持、向上することができます。

　専用のクラブ、ボール、スタートマットを使用してボ
ールをクラブで打ち、ホールポストにホールインする
までの打数の少なさを競うスポーツです。
　高度な技術を必要とせず、ルールも簡単で、いつで
も、どこでもできるスポーツです。

　試合は９人制で行われています。
　年齢を重ねても続けられる女性の生涯スポーツと
して、多くの人に認められ、親しまれています。

　ラグビーとアメリカンフットボールをミックスした
ようなスポーツです。
　砂の上で行い、タックルの代わりに相手の体にタッ
チすれば良いことから、選手同士がぶつかることが少
なく、どなたでも楽しめるスポーツです。

　３つの種目を１人で行う、子どもたちによる「鉄人
レース」です。大人に比べて距離は短いものの、小学
校高学年でスイム200m・バイク4km・
ラン2kmを１人で行います。
　※距離は、各大会で異なります。

音声コード



スポーツの感動を広め、
　　　子どもたちの明るい未来へとつながる
　　　　　　　　　　　　　　国体・大会を目指して！

誰でも参加できる！誰でも楽しめる！
たとえば、こんなアクションで。

1　県民運動の基本目標 3　様々なアクション 7 　花いっぱい運動

15　競技会場・ふるさとマップ 17　デモンストレーションスポーツ

募金箱

福井しあわせ元気国体・大会ホームページ
競技や会場の情報のほかにも、ぬり絵、壁紙のダウンロード、無料アプリ「はぴり

ゅうカメラ」など、楽しいコンテンツがいっぱい！はぴりゅうの広報スケジュールや

はぴりゅうブログもあるよ！ぜひアクセスしてみてね！

マスコットユニット

福井しあわせ元気国体・大会の概要

（

ホームページは
こちら！→

facebookは
こちら！→

Twitterは
こちら！→

音声コード 音声コード


