
交流事業取組名／北海道知事杯女子セブンズラグビートーナメント 北海道

○開催期間／平成３０年９月２３日（日）～２４日（月）
○開催場所／北海道バーバリアンズ定山渓グラウンド
○参加人数／ニュージーランド代表候補、オーストラリア代表、カナダクラブチーム、アメリカ代表、アイル

ランド代表、クック諸島選抜チーム、日本代表候補、北海道バーバリアンズディアナ
（計８チーム １３４名）

○交流事業実施内容
女子７人制ラグビーの国際交流大会を実施することを通じて、道内選手の強化及び恒常的な国際競
技力の向上に貢献するとともに、ラグビーワールドカップ2019大会の機運醸成を図った。



交流事業取組名／７人制ラグビー オーストラリアチームによるラグ
ビー教室(ｸﾘﾆｯｸ)の実施 江別市

○開催期間／平成３０年６月１９日（火）
○開催場所／立命館慶祥高校ラグビー場
○参加人数／オーストラリアチーム（Australia Men’s Development Team）、立命館慶
祥高校ラグビー部員、大麻高校ラグビー部員、野幌高校ラグビー部員、北海道ラグ
ビーフットボール協会ほか
計 98名
○交流事業実施内容
オーストラリアチーム（Australia Men’s Development Team）と市内高校のラグビー部
員がラグビーを通じて交流することで、ラグビーワールドカップ２０１９の周知及び機
運の醸成と、日頃からラグビーに取り組んでいる市内高校の生徒のスキルアップを
図った。



交流事業取組名／江別市×オーストラリア 経済・文化講演会の実
施 江別市

○開催期間／平成３１年２月２０日（水）
○開催場所／セレモニーホール はやし野幌

○参加人数／在札幌オーストラリア領事、北海道ラグビーフットボー
ル協会、江別商工会議所、経済関係団体、教育関係団体、スポーツ
関連団体ほか
計 96名
○交流事業実施内容
オーストラリア代表チームを応援するにあたり、オーストラリアの食・文化・経済など
について理解を深められるようオーストラリア領事、オーストラリア出身のラグビー
コーチを講師に招いて、経済・文化講演会を実施した。



交流事業取組名／タグラグビー出前授業の実施 江別市

○開催期間／平成３０年９月１１日（火）、１１月６日（火）、１１月９日（金）
○開催場所／大麻西小学校体育館

○参加人数／オーストラリア出身ラグビー選手、大麻西小学校児童、
総合型地域スポーツクラブわくわくピース、北海道ラグビーフットボー
ル協会ほか
計 122名
○交流事業実施内容
ラグビーの普及・啓発活動の取組の一つとして、北海道ラグビーフットボール協会
及び総合型地域スポーツクラブわくわくピースと連携し、大麻西小学校の児童を対
象としたタグラグビー出前授業を実施した。



ラグビーＷ杯2019地域交流事業ラグビー教室 網走市

２０１８年８月３日に、網走スポーツ・トレーニ
ングフィールドにおいて、市内小学生４６名の
参加を得て地域交流事業を開催いたしました。
当市では３０年ほど前から、ラグビーの夏合宿
が盛んに行われており、本事業も合宿中のラ
グビートップリーグ「ホンダヒート」の協力をい
ただき、フィジー出身のトマシ選手クリス選手
を講師として、ラグビー教室とフィジーのスポ
ーツ・文化について学習しました。

開会式の様子！クリス選
手の優しい笑顔が印象
的です

タグラグビーのゲームの
様子です！大きなトマシ
選手をステップで交わし
トライ！

ラグビーボールを使った
ゲーム！楽しく行われま
した

スポーツ・文化の学習では
皆さんからたくさんの質問が
あり、両選手は丁寧に答え
てくれました



フィジー代表公認キャンプ地
ラグビーワールドカップ２０１９地域交流事業

ホンダヒートタグラグビー教室

天候にも恵まれ、トマシ選手・クリス選手、そして協会の方の指導
により、とても有意義なタグラグビー教室が開催されました。ま
た、お二人からフィジーの国の様子や、これからスポーツをはじ
め、色々なことに取り組む心構えを教えていただきました。

開会式の様子です。
教育長の挨拶です。

タグラグビー教室！クリス
選手は笑顔が素敵でした。

トマシ選手も、優しく指導
してくれました。

スポーツ・文化の学習では、たく
さんの質問があり、両選手は丁
寧に答えてくれました。

日時　　２０１８年８月３日（金）午後２時～
会場　　網走スポーツ・トレーニングフィールド
参加　　市内小学生４６名
講師　　トマシ・ソンゲタ選手
          クリス・クリンドラニ選手
　　　　　網走ラグビーフットボール協会員

主催　　網走市・網走市教育委員会
協力　　ホンダヒートラグビー部　
　　　　　網走市ラグビーフットボール協会



海外青少年招聘事業 岩手県

〇開催期間：平成30年9月27日(木）~10月5日(金）
開催場所：釜石市、北上市、滝沢市、盛岡市
参加人数：NZL高校生20名、コーチ3名、県内中・高校生約1000人
〇交流事業実施内容の詳細
・ラグビー交流試合（4回）・合同練習会(コーチング）5回
・学校訪問５校（工業実習体験、武道体験等）
・文化体験（座禅、能鑑賞、鬼剣舞、温泉、植樹）
・復興学習（震災体験、震災復興の取組み発表）

釜石鵜住居復興スタジアム植樹祭参加 県内高校ラグビー部との合同練習 県内高校ラグビー部との交流試合



実業高校訪問による実習体験 県内高校生との文化交流 震災復興への取組み発表会

武道体験（弓道・剣道・空手道） 日本文化体験（餅つき） 障害者支援施設緑生園との交流試合

NZL文化発表（HAKA舞踊） 岩手県知事表敬帰国（RWC2019カウントダウンボード前）



ニュージーランド中学生海外派遣事業 釜石市

〇開催期間 事前研修期間 平成30年11月29日～平成31年3月7日
海外派遣期間 平成31年 3月16日～平成31年3月26日（中止）

開催場所 釜石市内／参加人数 6人（事前研修）

〇交流事業実施内容の詳細
ラグビーのまち釜石に住む子ども達が、ラグビーを国技とし、２０１１年にクライストチャーチ地震で被災

した経験を持つニュージーランドとの国際交流を通じ、ラグビー等のスポーツをはじめとした分野で世界
に挑戦する意欲を高めつつ、復興を改めて学びなおすことを通じて地元愛を醸成し復興人材へ成長する
ことを促すことで、世界に繋がるラグビーのまち釜石となるべく、その担い手の育成を目指す。

現地で披露するソーラン節
の練習風景

英語発表の事前学習

オーストラリア派遣組との
合同による英会話研修



オーストラリア東海市海外体験学習事業 釜石市

〇開催期間 事前研修期間 平成30年11月16日～平成31年3月1日
海外派遣期間 平成31年 3月10日～平成31年3月19日

開催場所 オーストラリア／参加人数 10人（生徒8人 引率2人）

〇交流事業実施内容の詳細
国内の姉妹都市である東海市を通して、釜石市内の中学生をオーストラリアに派遣し、現地の子ども

たちとの交流、事前学習をもとにした発表体験、ホームステイ交流、東日本大震災の紹介等を行い、豊か
な国際感覚を身に付け、学校や地域をはじめ全国、さらには世界で活躍できる次世代のリーダー育成を
目的とする。

出発式 ＲＷＣカウントダウン
ボードの前でちょうど200日前

事前学習の様子

ホストファミリーとの対面

現地学生との交流

日本文化の
紹介で箸の
使い方を教え
ました。



RICHI MCCAW Charity for All キッズラグビークリニック 北上市

〇平成29年５月27日／北上総合運動公園／参加者 1,100人
〇実施内容

RWC2015イングランド大会で優勝したニュージーランド代表の主将リッチーマ

コウ氏や同国出身選手、ニュージーランド大使館関係者にお越しいただき、県
内ラグビーキッズとの触れ合いや北上市の伝統文化を体験してもらうなど、
ニュージーランドとの交流を実施。被災地支援として小学生を招待した。

ﾘｯﾁｰﾏｺｳ氏入場 駐日ニュージランド大使
スティーブンペイトン氏

ラグビークリニック

北上市民俗芸能 鬼剣舞披露 ﾘｯﾁｰﾏｺｳ氏 餅つき体験 参加者への餅まき ﾘｯﾁｰﾏｺｳ氏との集合写真



北上市チャレンジデー2018 北上市

〇平成30年５月30日／北上市内／参加者 北上市 62,021人
〇事業内容 Nz 18,091人

毎年５月の最終水曜日に都市同士で住民のスポーツ参加率を競う
イベント。ニュージーランド（Nz）マタマタピアコ地区と対戦し、Nzの人
気スポーツを北上市民が体験するコーナーや、Nzとインターネット中

継し、お互いの高校生が地元民俗芸能を披露し合うなど、スポーツ・
文化による交流プログラムを実施した。

Nz人気スポーツ体験コーナー
ラクロス タグラグビー クリケット ペタンク

大畑大介氏トークショー

北上－Nzネット中継 民俗芸能Live披露

市内各所で実施したスポーツ
イベントに住民が参加



ウルグアイ東方共和国駐日大使北上市訪問事業 北上市

〇平成30年９月25～26日／北上市・釜石市
〇事業内容

RWC2019のウルグアイ代表チームのキャンプ地として、ウルグアイ

東方共和国駐日大使を北上市にお招きし、練習会場のほか市内の歴
史・文化を紹介する施設と試合会場の釜石鵜住居復興スタジアムを
視察。また、北上市内の産業経済界との交流を実施し、大使よりウル
グアイ東欧共和国について講演いただいた。

庁舎前大使お出迎え ウルグアイ大使よりウルグアイ紹介

北上市内工場視察 釜石宝来館視察



北上市・ニュージーランド高校生交流事業 北上市

〇平成30年10月１日～４日／北上市内／Nz高校生 20名
北上市高校生 100名

〇事業内容
Nzｸﾗｲｽﾄｶﾚｯｼﾞ高校ラグビー部U-16チームを招聘し、同校と市内の

高校生やホームステイ先のホストファミリーとの交流と日本文化の体
験プログラムを実施し、スポーツと文化の交流を実施した。

歓迎セレモニー ホームステイホストファミリー

温泉ゆかた体験

北上市高校生民俗芸能鬼剣舞披露 ｸﾗｲｽﾄｶﾚｯｼﾞ高校生ハカ披露

座禅体験 狂言体験 市内高校生徒のラグビー練習試合



RWC2019PRイベント・ラグビー代表戦ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ 北上市

〇平成30年11月３日／江釣子SCパル／参加者 500人
〇事業内容

RWC2019PRブースの設置とラグビー日本代表対ニュージーランド代

表戦のパブリックビューイング観戦を通してラグビーに触れる機会を
提供し、ラグビーワールドカップ2019の開催機運醸成に繋げた。

RWC2019PRブース 出場国ジャージスタンプラリー
ラグビー体験イベント
ストリートラグビー

ウルグアイの食文化紹介 アサード チビート 日本 vs NZ 戦パブリックビューイング



ワンワールドフェスタ 北上市

〇平成30年11月10～11日／おでんせﾌﾟﾗｻﾞぐろーぶ／参加者5,909人
〇事業内容

おでんせプラザぐろーぶビルで毎年実施している多文化共生イベン
トのワンワールドフェスタにラグビーワールドカップとウルグアイを紹
介するブースを設置し、RWC2019開催と公認キャンプで北上市に訪れ
るウルグアイチームのPRを実施した。

ウルグアイ紹介コーナー

RWC2019出場国紹介コーナー

RWC2019PRブース



トップリーガーラグビークリニック2019 北上市

〇平成31年２月11日／北上市北部屋内運動場／参加者 90人
〇事業内容

元日本代表など国内トップレベルで活躍している選手によるラグビークリ
ニックを開催し、ジュニア世代への普及・レベルアップとRWC2019日本釜石

開催の機運醸成に繋げた。また、被災地支援としてラグビースクール生を招
待した。

◆招聘トップリーガー 東芝ブレイブルーパス ５名
釜石シーウエイブス ３名

開会式 東芝ブレイブルーパス 釜石シーウェイブス選手による指導

RWC2019 開催までのカウントダウンボード撮影 選手たちとの集合写真



★食で知る出場国(給食による出場国料理の提供）･ 大使館職員による市民向け出場国紹介講座・
元日本代表選手、TL選手によるラグビー勉強会・出場国ガイドブック★ ~埼玉県・熊谷市~

●埼玉県熊谷市ではラグビーワールドカップ２０１９が熊谷市で開催されることを記念し、熊谷で試合をする国の料理やラグビーパン・チーズを給食メニュー
に取り入れ、市内小中学校にて提供。ラグビーへの関心・理解や出場国の食から異文化理解を深める取組を、平成３０年９月～１１月にかけ実施した。
●大使館職員による地理・文化・歴史･特産品等を紹介する市民向け講座を2回実施。(熊谷市国際交流協会主催)
・第1回 平成30年6月3日(日) 2019熊谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場出場国を知ろう！ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ編 ～さいしん熊谷本店ビル～
マティアス･バビーノ参事官と文化部職員が、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝの地理・文化・観光などを様々な角度から紹介。96名の市民が興味深い講座に聞き入り、休憩時
間には特産品のマテ茶やカチャマイ、はちみつなどが参加者に振る舞われた。
・第2回 平成30年10月13日(土) 2019熊谷ラグビー出場国を知ろう！ジョージア編 ～くまがやプレイスホール～
アーチル・マチャバリアニ公使参事官ら職員が流暢な日本語でジョージアの歴史・地理・文化などを映像を使い詳しく解説。ジョージアワイン、ガス入りミネラル
ウォーター、オーガニックジュースの試飲もおこなわれた。市民62名が参加。
●元ラグビー日本代表選手 三宅 敬 氏(現パナソニックワイルドナイツプロモーション代表理事)、トップリーグ パナソニックワイルドナイツよりラグビー選手3
名を招請しシネティアラ熊谷(映画館)の大型スクリーンでの映像を使い、“みんなでラグビーをエンジョイしよう！ラグビー勉強会”を開催。
平成30年9月26日(水)19：00～21：00 参加者 350名。熊谷市国際交流協会主催。
●出場国を紹介するガイドブック・ガイドブック携行版を作成。(日本語版、英語版、携行版は日本語版のみ）

～熊谷市内小中学校給食（抜粋）～ ～大使館職員による市民向け講演会～

２０１９熊谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場出場国を知ろう～アルゼンチン編～
ロシア ボルシチ サモア カレモア

ジョージア オジャクリ ウルグアイ チビートサンド

アメリカ チキンヌードル
スープ

ラグビーパン

２０１９熊谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場出場国を知ろう～ジョージア編～

ラグビーチーズ

アルゼンチン スプレーマ
ナポリターナ ボルシチ 提供例



～ラグビー勉強会～

～ ガイドブック ～

三宅氏の軽快なトークと大画
面を使用したわかりやすいラ
グビールール説明など、幅広
い年齢層の市民が楽しんだ。

トップリーグ、パナソニッ
クワイルドナイツより、金
田選手、小山選手、森谷選
手と三宅氏によるラグビー
トーク。

映画館の大きなスクリーン
で実際の試合映像を使い、
元日本代表三宅氏が解説。
多くの市民・ラグビーファ
ンが楽しくラグビーを学ぶ。

ガイドブックを制作(日本語版・英語版)
ガイドブックは、出場国を
対戦カードごとに紹介！

携行版のガイドブックも制作



浦安ラグビーフェスタ2018 千葉県浦安市

〇平成30年11月3日（土）、新浦安駅前広場においてリポビタンＤチャレンジカップ「ニュージー
ランド対日本代表戦」パブリックビューイングを中心としたラグビーイベントを実施。
〇公認チームキャンプを行う予定のニュージーランド代表のプレーを多くの市民が観戦。

〇ニュージーランドチームほか、オーストラリア、南アフリカチームの紹介パネルを展示。大会
まで1年を切ったラグビーワールドカップ2019、また、キャンプ実施予定の各国への関心が高
まった。

本市でキャンプ実施予定の3か国の紹介ブースの様子

本件の問い合わせ先
浦安市企画部
2020東京オリンピック・パラリンピック推進課
TEL:047-712-7690

パブリックビューイングの様子 マオリ族の伝統舞踊「ハカ」の
パフォーマンスに歓声が上がりました

ＴＭ



〇開催期間／開催場所／参加人数
開催日：全５回（①７月８日 ②９月９日 ③10月13日 ④11月25日 ⑤３月２日）

開催場所：しんよこフットボールパーク（横浜市港北区小机町3300）
参加人数：①64組128名 ②40組75名 ③36組69名 ④51組100名 ⑤53組105名

〇交流事業実施内容の詳細
元ラグビー日本代表・吉田義人氏による親子ラグビー教室

【RWC開催都市特別サポーター吉田義人による親子ラグビー教室】
自治体名：横浜市 Ｈ30



〇開催期間／開催場所／参加人数
開催日：3月23日

開催場所：しんよこフットボールパーク（横浜市港北区小机町3300）
参加人数：44組85名

〇交流事業実施内容の詳細
（１）ラグビーボールを使った基礎練習、おさらい
（２）親子に分かれてタッチラグビーの試合を大会形式で実施
（３）実際のラグビーのプレーを体験するコーナーの設置

【RWC開催都市特別サポーター吉田義人による親子ラグビー大会】
自治体名：横浜市 Ｈ30



〇開催期間／開催場所／参加人数

開催期間：６月～２月
開催場所：市内小学校（18校）
参加人数：延4,734名

〇交流事業実施内容の詳細
ワールドカップ出場経験者等による講話及びタグラグビー教室

【ラグビー元日本代表選手等による小学校訪問事業】
自治体名：横浜市 Ｈ30



〇開催期間／開催場所／参加人数
開催期間：10月27,28日
開催場所：日産フィールド小机（横浜市港北区小机町3300）

横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ(ＹＣ＆ＡＣ) (横浜市中区矢口台11-1)
参加人数：10月27日 400名、10月28日：600名 ※参加選手、コーチ、スタッフ、保護者等含む

〇交流事業実施内容の詳細
キヤノンブレディスローカップに合せて来浜したニュージーランド、オーストラリアの子どもたちが
県内の子どもたちとラグビーの交流試合やクリニックを通じて国際交流を行いました。

【日新豪少年少女ラグビー交流フェスティバル】
自治体名：横浜市 Ｈ30


