






申込みにあたって

申込み方法

活動場所・活動日

❶登録 ○ 応募要件を満たした方をボランティアとして登録し、「ボランティア登録証」を 
交付します。

※ 愛媛県が募集する運営ボランティアに応募される中学生以下の方は、保護者の承諾が必要となりますので、必ずボラン
ティア登録申込書によりお申込みください。

❹報酬・交通費等 ○活動、研修等の報酬は無償とし、交通費は自己負担となります。
○帽子・ユニフォーム及び昼食等は、必要に応じて支給します。

❷活動日 ○活動日は、1 日を単位とし、複数日の参加も可能です。
○登録された方の活動日、活動場所については、今後希望調査を行い決定します。

❺保険 ○ 活動、研修等の事故に備え、県実行委員会において「傷害保険」及び「賠償責任保険」
に加入します。

❸研修 ○ 登録された方は、両大会に関する理解を深め円滑な運営が行えるよう、県実行委
員会が開催する研修会等にご参加いただきます。

❻個人情報の取扱 ○ 申込者の個人情報は、県実行委員会が主催する大会運営のためにのみ使用し、 
その他の目的には使用しません。
　 ただし、申込時において、各市町（実行委員会）への情報提供に同意いただいた
方の個人情報は、各市町（実行委員会）が募集するボランティアの参考情報とし
て提供します。

募
集
主
体

区分 活動場所

2017(平成29)年
5月 9月 10月
27
土

28
日 9/9～/17 30

土 10/1～10/9 10
火

27
金

28
土

29
日

30
月

愛
媛
県

えひめ国体 開・閉会式 愛媛県総合運動公園 ● ●

えひめ大会

開・閉会式 愛媛県総合運動公園 ● ●
リハーサル大会

各競技会場
● ●

公式練習会 ●
競技会 ● ● ●

市
町 えひめ国体 競技会 各市町競技会場 ○

(会期前開催)
○ ○ ○

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体・えひめ大会ホームページ
http://www.ehimekokutai2017.jp/

Ｑ．先の予定がまだ分からないのですが？
Ａ． 意欲がある方はぜひお申込みください。参加できないことが分かった時点でご連絡をいただければ大丈夫
です。

Ｑ．１日だけの参加は可能ですか？
Ａ．可能です。
Ｑ．活動内容は選べますか？
Ａ． 登録された活動日、活動場所により県実行委員会が決定します。
Ｑ．国体の各競技会のボランティアにも参加したいのですが？
Ａ． 申込時に、個人情報の提供について同意していただくと、ご希望の市町から連絡が来ますの
で、詳細は各市町（実行委員会）にお問い合わせください。

○ホームページからのお申込みの場合

○郵送、FAXまたは持参によるお申込みの場合
 　 「ボランティア登録申込書」に必要事項を記入の上、愛

え

顔
がお

つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会（以下「県
実行委員会」という。）事務局へお申込みください。



●活動日は１日を単位とし、複数日の参加も可能です。
●応募要件を満たした方をボランティアとして登録し、「ボランティア登録証」を交付します。
●ボランティアとして活動するための研修会等を別途開催しますので、ご参加ください。

区分 活動場所

2017(平成29)年

5月 9月 10月

27土 28日 30土 10火 27金 28土 29日 30月

えひめ国体 開・閉会式 愛媛県総合運動公園 ● ●

えひめ大会

開・閉会式 愛媛県総合運動公園 ● ●

リハーサル大会 各競技会場
　　松山市、今治市、八幡浜市、西条市、
　　大洲市、　伊予市、東温市、松前町、
　　砥部町

● ●

公式練習会 ●

競技会 ● ● ●



市町
(募集人員) 競技名 種別 競技施設名 競技会会期

（2017(平成29)年）

松山市
(2000名)

陸上競技 全種別 愛媛県総合運動公園陸上競技場
（ニンジニアスタジアム） 10月6日～10日

水泳

競泳 全種別

アクアパレットまつやま特設プール

9月15日～17日

水球 少年男子 9月11日～13日

シンクロナイズドスイミング 少年女子 9月10日

オープンウォータースイミング 男子・女子 松山市北条長浜海水浴場 9月12日

サッカー 成年男子 北条スポーツセンター球技場
北条スポーツセンター陸上競技場 10月1日～4日

テニス 全種別 愛媛県総合運動公園テニスコート
松山中央公園テニスコート 10月1日～4日

体操
体操競技 全種別

愛媛県総合運動公園体育館
10月6日～9日

新体操 少年女子 10月1日～2日

ハンドボール 少年男女 松山市総合コミュニティセンター体育館
北条スポーツセンター体育館 10月5日～9日

自転車 トラック
少年男子・成年男子

松山中央公園多目的競技場 10月1日～4日
女子

柔道 全種別 愛媛県武道館 10月7日～9日

弓道
近的

全種別
愛媛県総合運動公園弓道場

9月9日～12日
遠的 愛媛県総合運動公園特設遠的弓道場

剣道 全種別 愛媛県武道館 10月1日～3日

なぎなた 全種別 松山市総合コミュニティセンター体育館 10月1日～3日

ボウリング 全種別 キスケボウル 10月1日～5日

ゴルフ
女子 エリエールゴルフクラブ松山

10月4日～6日
少年男子 サンセットヒルズカントリークラブ

高等学校野球 硬式 坊っちゃんスタジアム 10月6日～9日

今治市
(700名)

ボート 全種別 玉川湖ボートコース 10月6日～9日

バスケットボール
成年女子 今治市営中央体育館・今治市営大西体育館

今治市営菊間緑の広場公園運動場総合体育館
10月1日～5日

少年女子 10月1日～4日

自転車 ロード 全種別 大三島しまなみ特設ロード・レース・コース 10月5日

ソフトテニス 少年男女 今治新都市スポーツパークテニスコート（仮称） 10月8日～9日

軟式野球 成年男子 今治市営球場 10月6日～9日

アーチェリー 全種別 今治市宮窪石文化運動公園 10月2日～4日

市町別開催競技一覧表 （2015(平成27)年9月1日現在）



市町
(募集人員) 競技名 種別 競技施設名 競技会会期

（2017(平成29)年）

宇和島市
(500名)

サッカー 女子 丸山公園陸上競技場 10月2日～5日

バスケットボール 少年男子 鬼北総合公園体育館（鬼北町）　　 10月1日～4日

レスリング
少年男子・成年男子

宇和島市総合体育館
10月7日～10日

女子 10月7日～8日

卓球 全種別 宇和島市総合体育館 9月30日～10月4日

高等学校野球 軟式 丸山公園野球場 10月6日～9日

八幡浜市
(200名)

バレーボール 成年男子 八幡浜市民スポーツセンター 10月6日～9日

ソフトボール 成年男子 八幡浜市民スポーツパーク
王子の森公園運動広場　 10月1日～3日

新居浜市
(500名)

サッカー 少年男子 新居浜市営サッカー場
（グリーンフィールド新居浜） 10月1日～4日

セーリング 全種別 新居浜マリーナ（マリンパーク新居浜） 10月1日～4日

ウエイトリフティング
少年男子・成年男子

新居浜市市民文化センター
10月5日～9日

女子 10月8日～9日

軟式野球 成年男子 新居浜市営野球場 10月6日～7日

西条市
(500名)

サッカー 少年男子 西条市ひうち陸上競技場 10月1日～3日、5日

ハンドボール 成年男女 西条市総合体育館・ビバ・スポルティアSAIJO 10月5日～9日

軟式野球 成年男子 西条市ひうち球場・西条市東予運動公園野球場 10月6日～9日

ソフトボール 少年女子 西条市東予運動公園多目的グラウンド　 10月1日～3日

山岳
リード

全種別
西条市西条西部公園クライミング場（仮称） 

10月1日～3日
ボルダリング 西条市西条西部体育館

大洲市
(100名)

ソフトテニス 成年男女 八幡浜・大洲地区運動公園テニスコート 10月6日～7日

ソフトボール 成年男子 八幡浜・大洲地区運動公園野球場 10月1日～2日

カヌー スプリント 全種別 鹿野川湖特設カヌー競技場 10月1日～4日

伊予市
(300名)

ホッケー 成年男女 しおさい公園伊予市民競技場 10月1日～5日

バレーボール
少年男子 しおさい公園伊予市民体育館 10月6日～9日

ビーチバレー 男子・女子 五色姫海浜公園 9月15日～17日

四国中央市
(500名)

軟式野球 成年男子 浜公園川之江野球場 10月6日

フェンシング 全種別 伊予三島運動公園体育館 10月1日～4日

ラグビーフットボール 少年男子 スカイフィールド富郷 10月1日～2日
4日～5日

空手道 全種別 伊予三島運動公園体育館 10月7日～9日

西予市
(100名)

相撲 全種別 乙亥会館 10月6日～8日

ソフトボール 成年女子 西予市宇和運動公園多目的広場
西予市営宇和球場 10月1日～3日

東温市
 (400名)

バスケットボール 成年男子 ツインドーム重信 10月1日～4日

ソフトボール 少年男子 東温市総合公園多目的グラウンド
東温市かすみの森公園多目的広場 10月1日～3日

銃剣道 全種別 ツインドーム重信 10月7日～9日

上島町
 (200名) 軟式野球 成年男子 いきなスポレク公園蛙石野球場 10月6日～7日

久万高原町
(100名) ラグビーフットボール

成年男子
久万高原町ラグビー場

10月2日～3日

女子 10月4日～5日

松前町
 (360名)

ホッケー 少年男女 松前町町民グランド 10月1日～5日

ボクシング
少年男子・成年男子

松前公園体育館
10月5日～9日

成年女子 10月5日、7日～9日

ライフル射撃 CP 成年男子 愛媛県警察学校 10月2日～4日

砥部町
 (100名) バドミントン 全種別 砥部町陶街道ゆとり公園体育館 10月6日～9日

内子町
(100名)

ライフル射撃
SB・AR・AP

全種別
内子町城の台公園特設ライフル射撃場 

10月1日～4日
BR・BP 内子町城の台公園体育館

ゴルフ 成年男子 愛媛ゴルフ倶楽部 10月4日～6日

伊方町
 (200名) バレーボール 成年女子 伊方スポーツセンター 10月6日～9日

鬼北町
 (300名)

バレーボール 少年女子 鬼北総合公園体育館 10月6日～9日

バスケットボール 少年男子 鬼北総合公園体育館 10月1日～4日

愛南町 
(100名) サッカー 女子 あけぼのグラウンド 10月2日～3日、5日



【愛媛県が募集するボランティア】

【市町が募集するボランティア】

∆

ボランティア登録申込書 FAX：089-947-5721

申込区分
□ 個人申込み
□  グループ申込み（グループ名、グループメンバーの氏名・性別・生年月日・ 
住所を任意の様式に記入し、添付してください。）

ふりがな 生年月日

氏　　名
グループの場合
は代表者の氏名

昭和     　　  　　　　　　　　
　　     年　　月　　日 生まれ
平成     　　  　　　　　　　　

住　　所
〒　　　－ 性

別 男 ・ 女

電話番号 FAX番号

携帯番号 メールアドレス

愛媛県が募集する
ボランティア

※ 運営ボランティアに応募される中学生以下の方は、保護者の記名 
押印が必要です。

　 上記の者について、愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体・えひめ大会運営ボラ
ンティアに応募し、その活動に参加することを承諾します。

　保護者の氏名　　　　　　　　　　　　　㊞　　続柄　　　　

市町が募集する
ボランティア

希望される市町名（複数可）を記入してください。（詳細は希望する市町から連絡します。）

②希望される活動日欄に○印（複数可）を記入してください。
 （詳しい活動希望調査は研修会等で行います。）

情報支援ボランティアの希望種別(どれかひとつ)と
経験の有無をチェックしてください。

□ 手 話
手話に関心のある方に限
ります。
(経験 □あり □なし)

□ 筆 談
筆談に関心のある方に限
ります。
(経験 □あり □なし)

□要約筆記(PC)
パソコン要約筆記の経験
者に限ります。

聴覚障害の有無を
チェックしてください。

聴覚障害の有無
□あり □なし

☆申込後の変更及びキャンセルも承ります。ご応募お待ちしております。

希望する市町名（複数可）

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体の競技会運営ボランティアを募集する市町
へ、あなたの個人情報を提供することに同意されますか？

□ 同意する
 （同意される方はチェック□ 
してください）

¸

①希望されるボランティアをチェック□してください。
　□ 運営ボランティア…開・閉会式会場や競技会場での受付・案内、会場整理、会場美化、会場サー ビス等の活動

　□ 情報支援ボランティア…開・閉会式会場や競技会場での手話、筆談、要約筆記（PC）の活動

¸

リハーサル大会 公式練習会 開会式・競技会 競技会 閉会式・競技会

5月27日㈯ 5月28日㈰ 10月27日㈮ 10月28日㈯ 10月29日㈰  10月30日㈪

開会式 競技会 閉会式

9月30日㈯ 9月9日㈯～10月10日㈫ 10月10日㈫

競技会場でのボラン
ティアは下記の市町欄
へ記入してください。  
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