
市町 採火/集火 日程 会場 概要

津市 採火・集火 【中止】８月29日(日)

≪中止≫
津市産業・スポーツセンター
メッセウイング・みえ展示場
（津市北河路町１９－１）

≪中止≫
津市実行委員会主催のイベントを実施し、津市民の代表者がマイギリを使用した採火を行う。
その後、採火した火を一つに集火し「津市の火」を完成させる。
また、事前に応募いただいた炬火名の発表や表彰式も併せて実施する。

４月18日(日)
イオンモール四日市北　レンガ棟前
(四日市市富州原町２番４０号)

マイギリを使用した火起こし。

６月26日(土)
イオン四日市尾平店
（四日市市尾平町字天王川原1805）

マイギリを使用した火起こし。

【中止】８月25日(水)
≪中止≫
伊坂ダム
(四日市市伊坂町157-2)

≪中止≫
マイギリを使用した火起こし。

集火 【中止】８月25日(水)
≪中止≫
伊坂ダム
(四日市市伊坂町157-2)

≪中止≫
競技会場の一つ 伊坂ダムで集火を行い「四日市市の火」を完成させる。

伊勢市 採火・集火 【中止】８月29日(日)
≪中止≫
三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢 体育館
(伊勢市宇治館町510番地)

≪中止≫
伊勢市民の代表者がマイギリを使用した採火を行う。採火した炬火を一つに集め、「伊勢市の
火」を誕生させる。

６月８日(火)
第二小学校
（松阪市垣鼻町633番地）

第二小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月９日(水)
阿坂小学校
（松阪市小阿坂町3325番地）

阿坂小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月11日(金)
中原小学校
（松阪市嬉野田村町44番地）

中原小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月11日(金)
鵲小学校
（松阪市笠松町279番地）

鵲小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月14日(月)
香肌小学校
（松阪市飯高町森1810番地2）

香肌小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月17日(木)
港小学校
（松阪市荒木町16番地）

港小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月22日(火)
柿野小学校
（松阪市飯南町深野3688番地）

柿野小学校および粥見小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

三重県内市町炬火イベント実施一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四日市市

採火

松阪市 採火
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６月25日(金)
射和小学校
（松阪市射和町557番地1）

射和小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月28日(月)
松尾小学校
（松阪市丹生寺町566番地）

松尾小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月29日(火)
朝見小学校
（松阪市大宮田町195番地）

朝見小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

６月30日(水)
幸小学校
（松阪市殿町1198番地2）

幸小学校の児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

集火 ８月29日(日)
嬉野ふるさと会館
（松阪市嬉野権現前町423-88）

三重とこわか国体・三重とこわか大会の松阪市選手団激励会と炬火イベントを同時開催。市内小
学校で採火した火を一つに集火し、「松阪市の火」を誕生させる。

桑名市 採火・集火 ８月20日(金)
ＮＴＮ総合運動公園
(桑名市大字播磨1584番地164他)

単独で炬火イベントを実施し、桑名市実行委員会会長（桑名市長）と未来のアスリート達がマイ
ギリ等を使用した採火を行う。
採火した火を参加者それぞれの炬火トーチに移し、一つの炬火受皿で集火することで、「桑名市
の火」を完成させる。

採火・集火 【中止】８月29日(日)
≪中止≫
ＡＧＦ鈴鹿体育館
（鈴鹿市江島台1丁目1-1）

≪中止≫
市内代表児童による採火及び集火により「鈴鹿市の火」を誕生させる。

４月21日(水) 加佐登小学校

４月22日(水) 神戸小学校

４月30日(金) 石薬師小学校

５月６日(水) 栄小学校

５月10日(月)
国府小学校
愛宕小学校

５月12日(水)
清和小学校
深伊沢小学校

５月13日(木) 鈴西小学校

５月14日(金) 鼓ヶ浦小学校

５月17日(月) 箕田小学校

松阪市

採火

鈴鹿市

-
小学６年生が一人ずつ炬火トーチを持って写真撮影を行う。
撮影した写真を組み合わせて横断幕を製作し，参加者や選手たちを見守るため，上記の炬火イベ
ント会場や国体会場で展示する。
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５月18日(火) 郡山小学校

５月19日(水) 飯野小学校

５月20日(木) 庄野小学校

５月21日(金)
白子小学校
椿小学校

５月24日(月) 井田川小学校

５月26日(水) 合川小学校

５月31日(月) 稲生小学校

６月１日(火) 桜島小学校

６月４日(金)
長太小学校
若松小学校

６月７日(月) 牧田小学校

６月11日(金) 玉垣小学校

６月14日(月) 杉の子特別支援学校

６月16日(水) 河曲小学校

６月18日(金) 庄内小学校

６月21日(月) 天名小学校

６月25日(金) 一ノ宮小学校

小学６年生が一人ずつ炬火トーチを持って写真撮影を行う。
撮影した写真を組み合わせて横断幕を製作し，参加者や選手たちを見守るため，上記の炬火イベ
ント会場や国体会場で展示する。

鈴鹿市 -
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三重県内市町炬火イベント実施一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６月28日(月) 旭が丘小学校

６月29日(火) 明生小学校

名張市 採火・集火 ７月23日(金・祝)
マツヤマSSKアリーナ前
（名張市夏見２８１２番地）

炬火イベントを実施し、名張市で開催される競技の代表選手らによる採火を行う予定。

輪内中学校
（尾鷲市賀田町572）

採火後、トーチから炬火台に点火し、その後町内をリレーして一周する。

尾鷲小学校
（尾鷲市中村町4-58）

児童会代表により採火しランタンへ薄して、あくる日にズーム終業式で校長より紹介する。

宮之上小学校
（尾鷲市宮ノ上町6-48）

デイキャンプの中で採火し、その火をキャンプファイヤーに点火する。

矢浜小学校
（尾鷲市矢浜2-3-52）

デイキャンプの中で採火し、その火をトーチにて運動場を周回して全児童に紹介する。

向井小学校
（尾鷲市向井134-12）

デイキャンプの中で採火行事を行いトーチの火から炬火受皿に点火しキャンプ終了まで、展示す
る。

賀田小学校
（尾鷲市賀田町319）

自然体験教室の中で、採火行事を行い起こした火をキャンプファイヤーの種火としてトーチから
火を移す。

【中止】８月25日(水)
≪中止≫
尾鷲中学校
（尾鷲市矢浜2-16-7）

≪中止≫
生徒会代表により採火行事を行い、集火式に備える

集火 【中止】８月25日(水)
≪中止≫
尾鷲市立体育文化会館
（尾鷲市中村町10-50）

≪中止≫
各校代表が、一堂に会し集火を行い、炬火を「尾鷲市の火」として一つにする。

亀山市 採火 ７月17日(土)
西野公園体育館付近
（亀山市野村二丁目5-1）

参加者を募集して、炬火イベントを開催し、マイギリを使用した火おこし体験を行い、採火をす
る。その後引き続き、特設ステージにて炬火名の発表・表彰式と採火式を行い、「亀山市の火」
を誕生させる。

加茂小学校
（鳥羽市岩倉町27番地1）

菅島小学校
（鳥羽市菅島町1番地2）

６月16日(水)
安楽島小学校
（鳥羽市安楽島町377番地）

６月17日(木)
答志小学校
（鳥羽市答志町941番地1）

-鈴鹿市
小学６年生が一人ずつ炬火トーチを持って写真撮影を行う。
撮影した写真を組み合わせて横断幕を製作し，参加者や選手たちを見守るため，上記の炬火イベ
ント会場や国体会場で展示する。

６月14日(月)

尾鷲市

採火

７月19日(月)

７月20日(火)

鳥羽市 採火 児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。
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三重県内市町炬火イベント実施一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６月22日(火)
神島小学校
（鳥羽市神島町358番地3）

７月15日(木)
鳥羽小学校
（鳥羽市堅神町805番地2）

７月21日(水)
弘道小学校
（鳥羽市相差町1014番地）

集火 ≪中止≫ ≪中止≫ ≪中止≫

熊野市 採火・集火 ８月７日(土)
道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里駐車場
（熊野市紀和町板屋82）

公募により決定した小学生１０名により、マイギリを使用して採火を行う。
採火した火を一つにして、「熊野市の火」を誕生させる。

いなべ市 採火・集火 ８月13日(金)
いなべ市役所
（いなべ市北勢町阿下喜31）

毎年開催している「いなべ市ど真ん中祭り」でイベントを実施する。
出展ブースもしくはステージ上でマイギリを利用した採火を行い、その後ステージ上で集火を行
う。

６月17日(木)
志摩市立浜島小学校
（志摩市浜島町浜島1112番地）

６月21日(月)
志摩市立志摩小学校
（志摩市志摩町和具314番地1）

６月22日(火)
志摩市立大王小学校
（志摩市大王町波切877番地3）

６月25日(金)
志摩市立磯部小学校
（志摩市磯部町恵利原1275番地）

６月29日(火)
志摩市立鵜方小学校
（志摩市阿児町鵜方1775番地）

７月15日(木)
志摩市立東海小学校
（志摩市阿児町甲賀1518番地）

７月16日(金)
志摩市立神明小学校
（志摩市阿児町神明522番地1）

採火

市内の小学校７校で６年生を対象に、国体推進室職員による国体出前講座を行う。
国体について授業をしたあと、マイギリによる採火を行う。
（新型コロナ感染拡大状況により、内容を変更する場合あり）

鳥羽市

採火 児童が、マイギリ等を使用して採火を行う。

志摩市
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三重県内市町炬火イベント実施一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

志摩市 集火 ８月６日(金)
安乗岬園地
（志摩市阿児町安乗794番地1）

国体開催50日前を記念し、安乗埼灯台がある安乗岬園地において、市内小学校７校の各代表によ
る集火式を行う。また、公募した志摩市の炬火名についての発表と表彰式もあわせて行う。（新
型コロナ感染拡大状況により、内容を変更する場合あり）

５月28日(金) 伊賀市丸柱1905 国の伝統的工芸品である「伊賀焼」の産地で、窯から採火を行う。

７月７日(水)
伊賀市立大山田小学校
（伊賀市平田25）

小学生を対象に、マイギリを使用して採火を行う。

７月14日(水)
ふるさと会館いが
（伊賀市下柘植6243番地）

小学生・住民自治協議会役員等を対象に、マイギリを使用して採火を行う。

７月17日(土)
青山ハーモニーフォレスト
（伊賀市種生３０３７−１）

住民自治協議会役員ならびに会場となる青山ハーモニーフォレストの利用客等を対象に、マイギ
リを使用して採火を行う。

８月４日(水)
島ヶ原地区市民センター
（伊賀市島ヶ原4696番地の９）

島ヶ原放課後児童クラブ利用児童を対象に、マイギリを使用して採火を行う。

８月20日(金)
上野東部地区市民センター
（伊賀市緑ケ丘東町920番地）

住民自治協議会代表者を中心にマイギリを使用して採火を行う。

集火 【中止】８月22日(日)
≪中止≫
上野市駅前多目的広場
（伊賀市上野丸之内503）

≪中止≫
集火、伊賀市炬火名の発表を行う。 集火は、市内６地区で採火した火を炬火受皿に点火すること
で伊賀市の火として１つにする。

木曽岬町 採火・集火 ８月22日(日)
鍋田川グラウンド
（桑名郡木曽岬町大字新加路戸231）

町内の野球スポーツ少年団の子ども達がマイギリを使用して採火を行う。

東員町 採火・集火 【中止】８月22日(日)
≪中止≫
東員町図書館前芝生広場
（東員町大字山田1700番地）

≪中止≫
こどもを中心とした事業を予定しており、
その中に採火を取り入れる。

菰野町 採火・集火 ≪中止≫ ≪中止≫ ≪中止≫

朝日町 採火・集火 ８月13日(金)
小向神社
（三重郡朝日町小向1573の3）

毎年開催している「八王子祭り」（火を使った祭り）での火を利用して採火を行う。

川越町 採火・集火 【中止】８月28日(土)
≪中止≫
川越町総合センター
（三重郡川越町大字豊田一色314）

≪中止≫
小学生を対象として、マイギリ式又は太陽光を活用して採火を行う。

伊賀市

採火
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三重県内市町炬火イベント実施一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７月２日(金)
津田小学校
（多気郡多気町井内林138番地）

相可小学校
（多気郡多気町兄国464番地）

外城田小学校
（多気郡多気町森荘534番地1）

７月７日(水)
佐奈小学校
（多気郡多気町仁田120番地）

７月12日(月)
勢和小学校
（多気郡多気町片野2343番地）

集火 ７月19日(月)
天啓公園
(多気町四疋田５８７番地１)

町内各地区の代表者により集火式を行い、多気の火を誕生させる。

明和町 採火・集火 ８月１日(日)
明和町担い手センター、
明和町総合グラウンド
（多気郡明和町大字大淀５９５）

参加者がマイギリを使用して採火を行う。
炬火トーチに火を移し、グラウンドでリレーを行い、炬火受皿へ点火させる。
午前の部と午後の部があるため、午後の部で集火を行い「明和の火（仮称）」を完成させる。

大台町 採火・集火 ８月10日(火)
こども王国
（多気郡大台町栃原459番地）

町内の小学生が採火・集火を行う。
大台町の「出張遺跡」について学ぶとともに、旧石器時代「出張人」の火おこしを体験する。
集火式中に炬火名の発表も実施する。

玉城町 採火・集火 ８月１日(日)
お城広場
（度会郡玉城町田丸１１４－１）

小中学校の児童生徒を代表し、玉城町スポーツ少年団の団員代表者に火を起こしてもらい、炬火
トーチに火を移し炬火受皿に点火して採火・集火する。

度会町 採火・集火 ７月14日(水)
度会小学校
（度会郡度会町棚橋1679-1）

度会小学校児童代表が、県の指定文化財である「小川郷の火打石」にちなみ、度会町内で採取し
た「火打石」と火打金を打ち付けて火花を起こすことで採火し、「わたらいの火」とする。

大紀町 採火・集火 ８月13日(金)
大紀町コンベンションホール
（度会郡大紀町崎２２００―１）

町内小中学生が採火・集火を行う。
東京パラリンピック採火式と併催

南伊勢町 採火・集火 【中止】９月14日(火)
≪中止≫
五ヶ所体育館玄関前
（度会郡南伊勢町船越1837番地1）

≪中止≫
町内３名の代表者が採火した火を炬火トーチに移し、炬火受皿に集火することで、「南伊勢町の
火」を完成させる。

多気町

採火 小学生を対象に、マイギリを使用して採火を行う。

７月５日(月)
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市町 採火/集火 日程 会場 概要

三重県内市町炬火イベント実施一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

採火 ７月５日(月)
紀北町立三船中学校
(北牟婁郡紀北町上里５４３)

町内4中学校の中体連壮行会にて炬火イベントを実施
①三船中学校生徒により採火及び受皿に点火

７月７日(水)
紀北町立潮南中学校
(北牟婁郡紀北町相賀４９９−３)

②潮南中学校生徒により採火した火と①の火を受皿に集火

７月８日(水)
紀北町立紀北中学校
(北牟婁郡紀北町長島４４４)

③紀北中学校生徒により採火した火と②の火を受皿に集火

７月９日(水)
紀北町立赤羽中学校
(北牟婁郡紀北町島原２６９７−２)

④紀北中学校生徒により採火した火と③の火を受皿に集火（「紀北町友情の火」完成）

御浜町 採火・集火 ８月15日(日)
御浜町役場
(南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1)

体育協会・スポーツ推進委員等、関係者で採火・集火を行う。
東京パラリンピック採火式と併催。

紀宝町 採火・集火 ８月21日(土)
紀宝町ふるさと資料館
(紀宝町大里2887)

ボランティア団体の役員の方々がマイギリを使用して採火を行った後、集火を行い「紀宝町の
火」を完成させる。

紀北町

集火
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