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平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催
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　関市には、関商工高等学校ラグビー部をはじめ、小学生を対象にしたラグビースクールや中学校ラグビー部、
社会人クラブチームなど多くのラグビーチームがあり、関市ラグビーフットボール協会が中心となって市内各
所で活発に活動が行われています。また、毎年開催するラグビーフットボールフェスティバルでは、ラグビー
教室や国内有数の強豪チームを招いた交流試合を行い、多くの市民が参加や観戦をしてラグビーの魅力を楽し
み、ラグビーに親しんでいます。
　そんなラグビーのまち関市にラグビーの世界的強豪 南アフリカ代表チーム「スプリングボクス」が訪れ、令
和元年 8月 31 日から 9月 4日までの間、埼玉県熊谷市で行われる日本代表との親善試合（9月 6日）と、その
後、出場するラグビーＷ杯 2019 日本大会（9月 20 日から 11 月 2日）に向けたキャンプを中池公園で行いました。
関市としましては、南アフリカ代表チームに最高の環境や雰囲気の中で充実したキャンプを行ってもらえるよ
う、ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を設立して、関係団体の皆さま方にご指導とご協力をいた
だきながら準備を進めてまいりました。特に歓迎やおもてなしに関しては、小中高生をはじめ、様々な団体や
市民の皆さまのご協力により、万全の状態で南アフリカ代表チームを迎え入れることができ、きっと南アフリ
カ代表チームにとっても充実したキャンプになり、満足していただけたものと感じております。その結果が、
その後の日本代表との親善試合での勝利、更には、ラグビーＷ杯 2019 日本大会での優勝に繋がったのではない
かと感じております。
　また、南アフリカ代表チームの皆さまには、大切な試合や大会を控えたキャンプ期間中にもかかわらず、チー
ム練習の公開はもとより、市内の小学校、中学校、高校での交流活動や市役所への表敬訪問、指導者向けの講
習会など、今後の関市に対して、多大な影響を与える様々な活動を行っていただきました。
　今後は、市民の皆さまや関係団体の皆さまと一丸となって成功させた今回のキャンプをスポーツ推進や競技
力の向上に繋げ、取り組んでいきたいと考えております。
　最後になりましたが、今回のキャンプの実施にあたりご協力いただきました皆さまに心から感謝申し上げま
す。また、このキャンプの成功は、市内外の多くの企業や個人の皆さまからの、多大なるご協賛やご寄附をい
ただいた賜物であると感謝いたしております。誠にありがとうございました。
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平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催
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　関市には、関商工高等学校ラグビー部をはじめ、小学生を対象にしたラグビースクールや中学校ラグビー部、
社会人クラブチームなど多くのラグビーチームがあり、関市ラグビーフットボール協会が中心となって市内各
所で活発に活動が行われています。また、毎年開催するラグビーフットボールフェスティバルでは、ラグビー
教室や国内有数の強豪チームを招いた交流試合を行い、多くの市民が参加や観戦をしてラグビーの魅力を楽し
み、ラグビーに親しんでいます。
　そんなラグビーのまち関市にラグビーの世界的強豪 南アフリカ代表チーム「スプリングボクス」が訪れ、令
和元年 8月 31 日から 9月 4日までの間、埼玉県熊谷市で行われる日本代表との親善試合（9月 6日）と、その
後、出場するラグビーＷ杯 2019 日本大会（9月 20 日から 11 月 2日）に向けたキャンプを中池公園で行いました。
関市としましては、南アフリカ代表チームに最高の環境や雰囲気の中で充実したキャンプを行ってもらえるよ
う、ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を設立して、関係団体の皆さま方にご指導とご協力をいた
だきながら準備を進めてまいりました。特に歓迎やおもてなしに関しては、小中高生をはじめ、様々な団体や
市民の皆さまのご協力により、万全の状態で南アフリカ代表チームを迎え入れることができ、きっと南アフリ
カ代表チームにとっても充実したキャンプになり、満足していただけたものと感じております。その結果が、
その後の日本代表との親善試合での勝利、更には、ラグビーＷ杯 2019 日本大会での優勝に繋がったのではない
かと感じております。
　また、南アフリカ代表チームの皆さまには、大切な試合や大会を控えたキャンプ期間中にもかかわらず、チー
ム練習の公開はもとより、市内の小学校、中学校、高校での交流活動や市役所への表敬訪問、指導者向けの講
習会など、今後の関市に対して、多大な影響を与える様々な活動を行っていただきました。
　今後は、市民の皆さまや関係団体の皆さまと一丸となって成功させた今回のキャンプをスポーツ推進や競技
力の向上に繋げ、取り組んでいきたいと考えております。
　最後になりましたが、今回のキャンプの実施にあたりご協力いただきました皆さまに心から感謝申し上げま
す。また、このキャンプの成功は、市内外の多くの企業や個人の皆さまからの、多大なるご協賛やご寄附をい
ただいた賜物であると感謝いたしております。誠にありがとうございました。



経 過 概 要
年  月  日 内　   容 年  月  日 内　   容

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）
・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認
・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催
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経 過 概 要
年  月  日 内　   容 年  月  日 内　   容

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）
・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認
・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催
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経 過 概 要

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認
・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品
・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

年  月  日 内　   容 年  月  日 内　   容
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経 過 概 要

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品
・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

年  月  日 内　   容 年  月  日 内　   容
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経 過 概 要

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認
・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品
・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

年  月  日 内　   容 年  月  日 内　   容
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平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催
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平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

■スポーツチームキャンプ地誘致準備委員会

回 開催日 内 容

1 平成28年 2月 4日
(2016年)

協議事項 ①役員の選任について
・委員長１名、副委員長１名
②想定施設の現状と課題について
③今後の流れ（スケジュール）について

2 2月 12日 協議事項 ①ワールドカップ2015イングランド大会の実情について
②今後の動きについて

3 4月 8日 協議事項 ①情報交換について
・ラグビーワールドカップ2019日本大会の現状
②今後の流れについて
・申請書の受付開始（予定）について

4 6月 16日 協議事項 ①公認キャンプ地ガイドラインについて
・宿泊施設
・トレーニング施設
・組織委員会への質問及び協議済事項
②今後の流れについて
・申請書の受付（8/1～12/22）

5 7月 19日 協議事項 ①選定プロセス説明会の報告について
②ＰＲ冊子について
③今後の方針について

6 11月 17日 協議事項 ①公認キャンプ地選定プロセス応募について
②書類審査及び実地審査について
③今後について

7 平成29年 3月 9日
(2017年)

協議事項 ①公認キャンプ地選定プロセス応募状況について
②東海三県チームキャンプ地担当者連絡会議について
③ふるさと応援アスリートについて
④今後について

8 11月 30日 報告・協議事項 ①ＲＷＣＬによる追加審査について
②公認チームキャンプ地選定プロセスの進捗について
③マッチスケジュール発表について
④今後について

9 平成30年 3月 9日
(2018年)

報告・協議事項 ①誘致活動の進捗について
②今後の誘致活動について
③誘致委員会への移行について
④今後のラグビーイベントについて

　設置期間　平成 28 年（2016 年）2 月 4 日 ～ 平成 30 年（2018 年）4 月 8 日

年  月  日 内　   容

8 9

※旧名称：ラグビーワールドカップ 2019 チームキャンプ地誘致準備委員会
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経 過 概 要

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品
・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

年  月  日 内　   容 年  月  日 内　   容
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各委員会  会議次第

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

■ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会

回 開催日 内 容

1 平成30年 4月 9日
(2018年)

協議事項 ①規約（案）について
②役員の選任について
・委員長、副委員長、監事

③予算（案）について

その他 ①誘致ＰＲ動画披露
②南アフリカ代表チームシニアマネージャーの来市について

2 平成31年 2月 4日
(2019年)

協議事項 ①経過報告について
・誘致関連イベントについて

②南アフリカ代表チームキャンプの日程について
③協賛金・寄付金の募集について
④規約の改正について

設置期間　平成 30 年（2018 年）4 月 9 日 ～ 平成 31 年（2019 年）2 月 4 日

■ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会

回 開催日 内 容

1 平成31年 3月 28日
(2019年)

協議事項 ①ラグビー南アフリカ代表チームキャンプ日程について
②平成30年度 決算見込みについて
③平成31年度 予算（案）について
④平成31年度 事業計画（案）について
⑤寄付金・協賛金について

2 令和1年 6月 18日
(2019年)

議 題 ①ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会事務局規程
（案）について
②平成３０年度決算について
③令和元年度事業の報告及び計画

その他 ①覚書の締結について
②南アフリカ観光局からの支援について
③協賛金・寄付金について

3 7月 10日 説明事項 ①寄附金・協賛金について
②ＰＲ事業について

4 8月 8日 議 題 ①令和元年度予算の修正（案）について

その他 ①ふるさと納税について
②南アフリカ代表チームのスケジュールについて
・公開練習（選手交流）運営計画について
・市役所表敬訪問について
・学校訪問とコーチ講習会について

③ＰＲ事業の報告及び計画について

5 12月 17日 報 告 ①事業報告について
②協賛金及び寄附金について
③ふるさと納税の状況について
④決算見込みについて
⑤記念冊子について

その他 ①記念プレートについて

設置期間　平成 31 年（2019 年）2 月 4 日 ～ 令和 2 年（2020 年）3 月 31 日

キャンプキャンプ
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平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、

せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催
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平成28年
(2016年)

1月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会公認キャンプ地に立候補することを表明

2月 4日 ラグビーワールドカップ2019チームキャンプ地誘致準備委員会を設立
※のちにスポーツチームキャンプ地誘致準備委員会へ名称変更

5月 6日 公認キャンプ地誘致ＰＲコーナー開設（総合体育館）
・日本代表五郎丸歩選手のあんどんみこしなどを展示

5月 16日 尾関健治市長がラグビーワールドカップ組織委員会島津昭事務総長を訪問

5月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（日本語版）作成
・「ラグビーと歩む岐阜県関市RUGBY×SEKI」

6月 18日 豊田スタジアム視察
・日本代表vsスコットランド代表

7月 6日 公認キャンプ地選定プロセス説明会に参加
・全国155自治体が参加

9月 28日 ラグビーナショナルチーム公認キャンプ地選定プロセス応募申請書を提出

10月 2日 第16回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

11月 10日 公認キャンプ地誘致ＰＲのぼり旗の作成設置
・「関市はラグビーワールドカップ2019キャンプ地の誘致活動を行っています」
・市役所や各地域事務所など、市内各所に設置

11月 11日 実地審査の実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

平成29年
(2017年)

2月 22日 東海三県内「ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ候補地」担当者連絡会議
に出席（愛知県三の丸庁舎（愛知県名古屋市中区））
・ラグビーワールドカップ2019愛知・豊田開催支援委員会主催
・公認チームキャンプ地機運醸成関係情報共有等について

4月 9日 大畑大介氏による講演会及びラグビー教室で公認キャンプ地誘致をＰＲ（総合体育館）
・関青年会議所主催
・幼児から中学生までが参加

4月 10日 ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートの装着
・市役所の市長車をはじめ、公用車20台に装着

4月 18日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕の作成設置
・「ラグビーワールドカップ2019日本大会関市はキャンプ地誘致を行っています」
・市役所など市内各所に設置

5月 13日 関市ふるさと応援アスリートによるラグビークリニックで公認キャンプ地誘致をＰＲ
（稲口グランド）
・同年2月に委嘱された関市ふるさと応援アスリート武山哲也氏（関商工ラグビー部
出身、元日本代表）を講師に迎えて開催

・関ラグビースクールの小中学生が参加

7月 11日 実地審査（追加審査）の実施 ※ラグビーワールドカップリミテッドによる
・グリーン・フィールド中池、総合体育館（メインアリーナ、トレーニングルーム、
プール）、岐阜市内ホテル

8月 31日 公認キャンプ地誘致ＰＲ冊子（英語版）作成
・「Walking With Rugby Gifu Prefecture Seki City RUGBY×SEKI」

9月 15日 ラグビーワールドカップ組織委員会へ施設提供合意書を提出
・宿泊施設に変更あり

10月 1日 第17回関市ラグビーフットボールフェスティバルにて公認キャンプ地誘致をＰＲ（グ
リーン・フィールド中池）

10月 7日 第50回刃物まつりにて公認キャンプ地誘致をＰＲ

10月 31日 公認キャンプ候補地の発表行われず
・ラグビーワールドカップ組織委員会より、当初、予定されていた公認キャンプ候補
地の発表を行わない旨の通知があった

11月 1日 天然芝のクオリティ調査実施 ※ラグビーワールドカップ組織委員会による
・土壌排水性、根の深さ、表面硬度など、全11項目

11月 13日 ラグビーワールドカップ2015公認キャンプ地視察
・尾関健治市長がイギリスウォリックを訪問

12月 8日 公認キャンプ地誘致ＰＲ横断幕（英語版）の作成設置
・「National Rugby teams,Try Seki! ラグビー代表チームキャンプ地を関市へ!」
・中濃厚生病院、マーゴなど市内各所に設置

平成30年
(2018年)

1月 20日 トゥラニ・ロモ駐日南アフリカ共和国特命全権大使が来関
・ロニ・クブジャネ一等書記官（スポーツ担当）が随行
・グリーン・フィールド中池を視察
・大使館より本国へ、ＰＲ冊子やＰＲ動画データを送信していただくことを要望
・朝日大学の宮田淳理事長、大友克之学長も同行

2月 24日 トヨタ自動車ヴェルブリッツ大籔正光チームコーディネーターに面談
・関市として南アフリカ代表チームの事前キャンプを受け入れたいことを説明
・当時、トヨタ自動車ヴェルブリッツの監督で元南アフリカ代表チームの監督を務め
たジェイク・ホワイト氏に、その旨を説明して本国へ繋げていただくよう依頼

・ＰＲ冊子（英語版）を渡した

3月 1日 チャールズ・ウェッセルズ南アフリカ代表チームシニアマネージャーより連絡
・ラグビーワールドカップ2019の開催前にキャンプを行う予定があり、関市には興味
があるが、関市をキャンプ地とした場合に、どのようなサービスが受けられるのか
知りたいとの内容

・それによりチーム内でキャンプ地を検討して決定するとのこと

3月 5日 キャンプ地誘致について、各国大使館へ面談の申し入れ

3月 13日 尾関健治市長がジョージア大使館を訪問
・ピクリア・ゲゼキー一等書記官に面談
・関市でキャンプを行った場合のメリットについて説明（ＰＲ冊子、芝生調査スコ
ア、パンフレットなどが入ったＣＤを渡す）

・本国へ繋げていただくよう依頼

4月 18日 南アフリカ代表チーム関係者のワールドカップ事前キャンプ地視察（滞在：4/17～19）
・南アフリカ代表チームシニアマネージャーのチャールズ・ウェッセルズ氏が来関
・都ホテル岐阜長良川、グリーン・フィールド中池、自然の家等を視察

4月 26日 南アフリカラグビーフットボール協会からの通知受理
・関市ではワールドカップ事前キャンプを行わない旨の通知

5月 9日 南アフリカ代表チームのワールドカップ事前キャンプ地は、鹿児島市に決定したと発表

6月 24日 フィジー共和国大使館へ情報の提供
・大使館担当外交官からキャンプ地について、詳細資料の提供依頼があった
・英語版資料を大使館へ提供 ※その後、連絡なし

8月 24日 ナミビア代表チームへ情報の提供
ワールドカップ出場にあたり、事前キャンプ地を探すナミビア代表チームへ資料を提供
※その後、連絡なし

9月 17日 リポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ受入れについて打診
・日本ラグビーフットボール協会が、平成31年9月6日に埼玉県熊谷市で開催するリポ
ビタンＤチャレンジカップ2019で日本代表が対戦する南アフリカ代表チームのキャ
ンプ地を検討していたところ、南アフリカ代表チーム関係者から関市の名前が出た
ため、事前キャンプの受入れが可能か否かの打診があった

10月 3日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、坂本典幸専務理事、中
里裕一運営部長と面談

11月 15日 日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・尾関健治市長が日本ラグビーフットボール協会を訪問して、中里裕一運営部長と面
談

12月 17日 日本ラグビーフットボール協会がリポビタンＤチャレンジカップ2019の開催を発表
・平成31年9月6日埼玉県熊谷ラグビー場にて日本代表vs南アフリカ代表のテストマッ
チを行うことが発表された

・日本代表と南アフリカ代表の対戦は、2015年開催のラグビーワールドカップ以来

平成31年
(2019年)

1月 21日 日本ラグビーフットボール協会が現地確認に来関
・日本ラグビーフットボール協会中里裕一運営部長と大会運営部飯島康弘氏、ラグ
ビーワールドカップ2019組織委員会南アフリカ代表チーム担当の信太小百合氏の
３名が現地を確認

・事前キャンプ受入れについての条件や市としての要望などについて協議
・南アフリカ代表の事前キャンプ地が関市になったことについて公表することを容認

2月 4日 ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会を開催して報告

2月 6日 南アフリカ代表チームキャンプ受入れについて記者発表

3月 28日 第1回ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会を開催
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップ2019の事前キャンプ地を関
市に決定したことを受けて、ラグビーナショナルチームキャンプ地誘致委員会から
ラグビーナショナルチームキャンプ推進委員会へ名称変更

4月 5日 ふるさと納税サイトの使い道に「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応
援」を追加
・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）の関市のページ、使い道の中に「ラグ
ビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグビーを愛するまち・せ
き～」を追加して、市外の皆さまからの寄附についても多く募れるようにした

・更に7/30からは「ラグビーＷ杯南アフリカ代表チームとの文化交流の応援～ラグ
ビーを愛するまち・せき～」を使い道の最上段に掲載

4月 12日
4月 17日

日本ラグビーフットボール協会へ訪問
・南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書の締結に向けた協議のため、日本ラ
グビーフットボール協会を訪問
（4月12日）西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長
（4月17日）尾関健治市長、西部成敏協働推進部長

4月 20日 関まつりにてＰＲ活動を実施
・関ラグビースクール生と市内の中学校ラグビー部員の協力のもと、本町通り一帯で
行われた関まつり（本町パレード）において、南アフリカ代表チーム関市キャンプ
をＰＲ

4月 29日 ラグビー・タグラグビースキルアップ教室にてＰＲ活動を実施
・グリーン・フィールド中池で開催された、早稲田大学ラグビー蹴球部によるラグビ
ー・タグラグビースキルアップ教室において、南アフリカ代表チーム関市キャン
プをＰＲ

令和元年
(2019年)

5月 5日 ゴールデンウィークスペシャルにてＰＲ活動を実施
・関市役所スイーツ部の協力のもと、わかくさプラザ一帯で開催されたゴールデンウ
ィークスペシャルイベントにおいて、南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲす
るクッキーを作成して配布した

5月 10日 南アフリカ代表チーム関市キャンプに係る覚書を締結
・日本ラグビーフットボール協会と、キャンプの期間や経費負担、広告料、交流事業
の内容などについて明記した覚書を締結

5月 16日 南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲポスター・卓上のぼりの作製配布
・南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲするポスター及び卓上のぼりを作製し、
市内各所で掲出していただくよう配布した

5月 17日 手書き歓迎のぼり製作
・市内各小中学校（28校）の児童生徒が手書き歓迎のぼり（50本）を製作
・完成後、市内各所に掲出してＰＲを行ったほか、南アフリカ代表チームのキャンプ
中は、練習施設などに掲出して歓迎及び応援のメッセージをチームに伝えた

6月 3日 南アフリカ観光局へ訪問
・西部成敏協働推進部長、相宮真史スポーツ交流室長、市民協働課後藤翔哉が南ア
フリカ観光局を訪問して、近藤由佳トレードリレーションシップ・マネージャーに
面談

・南アフリカ代表チーム関市キャンプに向けたＰＲイベントなどを開催するにあたり
協力を要請
その結果、南アフリカ産ワイン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツの提
供を受けることとなった

7月 10日 協賛募集活動を開始
・市内の企業及び団体を中心に協賛の募集活動を開始

7月 11日 協賛金贈呈式の開催
・協賛募集活動を開始して第1号であり、多額の協賛を表明いただいたバローグルー
プ様にご出席いただき協賛金贈呈式を開催

・株式会社バローホールディングス田代正美代表取締役兼社長
篠花 明常務取締役

中部薬品株式会社 山口眞里取締役会長

7月 14日 キーワードラリーを実施
・7月14日から8月21日までの間開催
・市内に設けた３つのゾーン内の施設をそれぞれ１箇所づつ訪れ、施設内に掲示して
あるポスターからＱＲコードを読み取ってキーワードを３つ集めたのち、ラグビー
ワールドカップ2019の観戦チケットや包丁などの景品が当たる懸賞に応募ができる
企画

7月 17日 学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
南アフリカの特産品であるワインにちなんだゼリーの提供

7月 20日
8月 10日
8月 18日

南アフリカ関連映画「インビクタス」上映
・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画の上映を行った
また、会場内にはラグビー南アフリカ代表選手の写真やユニフォームを展示して、
南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲした

・7/20 洞戸ふれあいセンター、8/10 武儀生涯学習センター、8/18 わかくさプラザ
多目的ホールの３会場で上映

7月 25日 岩手県釜石市より大漁旗の寄贈を受ける
・岩手県釜石市より大漁旗の寄贈と復興状況や復興スタジアムの画像提供を受け、
せきしんふれ愛アリーナエントランスにて展示（7/25～9/29）

7月 26日 南アフリカ代表チーム関市キャンプを記念して作製したタオルが完成
・協賛者、ふるさと納税者、パブリックビューイング来場者に配布した

7月 30日 ＡＥＴ（Assistant English Teacher）によるお話し会
・市立図書館内のお話しコーナーにおいて、アフリカ出身のＡＥＴ２名による、南
アフリカのお話しや本の読み聞かせ、簡単なゲームなど行い、南アフリカの文化
に触れる機会を設けてＰＲを行った

7月 30日
～9月 4日

図書館特別展示の実施
・市立図書館において、日本では販売していない珍しい南アフリカの本を展示して、
南アフリカの文化に触れる機会を設けてＰＲを行った

8月 1日
～9月 2日

マーゴ特別展示の実施
・サンサンシティマーゴのイベントスペースにおいて、南アフリカ代表選手の写真や
南アフリカの風景写真の展示、南アフリカ観光局から提供を受けたＰＲ動画の放映
市内各小中学校で作製された手書き歓迎のぼりの掲出を行い、南アフリカ代表チー
ム関市キャンプのＰＲを行った

8月 2日 南アフリカ代表チーム応援マグネットステッカーの作製配布
・南アフリカ代表チームを歓迎し応援するマグネットステッカーを作製
・市役所の公用車に貼って南アフリカ代表チーム関市キャンプをＰＲしたほか、金融
機関や個人の方々にも配布して車に貼っていただいた

8月 13日 関市民花火大会にてＰＲ活動を実施
・関市民花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員及び市内中学
校ラグビー部員の協力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配
布しＰＲを行った

8月 15日 津保川花火大会にてＰＲ活動を実施
・津保川花火大会の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと
南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 17日 お十七夜にてＰＲ活動を実施
・お十七夜の会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協力のもと南アフ
リカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

8月 18日 南アフリカＤａｙの開催
・南アフリカの歴史や文化に触れるため、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋
ひとみさんを招いてトークショーを開催
トークショーの終了後には、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ産ワイ
ン、ルイボスティ、ネルソン・マンデラＴシャツなどが当たる抽選会も行った

・南アフリカの歴史や文化及びラグビー代表チームについての知識などを養うため、
南アフリカに関連した映画「インビクタス」の上映を行った

8月 23日 地蔵祭り浴衣コンクールにてＰＲ活動を実施
・地蔵祭り浴衣コンクールの会場内において、関市ラグビーフットボール協会員の協
力のもと、南アフリカ代表チーム関市キャンプＰＲうちわを配布しＰＲを行った

公開練習及び交流事業に従事する職員説明会の開催
・9/1にグリーン・フィールド中池（多目的広場）で行われる公開練習及び交流事業に
従事する職員の説明会を開催

スクラムマシン納品
・グリーン・フィールド中池に南アフリカ代表チームがキャンプ中に使用するスクラ
ムマシンが納品

・南アフリカ代表チームの関市キャンプ終了後、関商工高校へ移動

8月 29日 協賛横断幕広告の設置
・グリーン・フィールド中池への設置を希望された協賛者様の横断幕広告を設置

模造刀の寄贈
・有限会社大澤刀剣様から、南アフリカ代表チームへ記念品として贈る、模造刀を
寄贈いただいた

8月 30日 ＴＲＹフォトボードの寄贈
・株式会社リンクス様から、大人から小さなお子様までが簡単にトライシーンを撮影
することができるフォトボードを寄贈いただいた

8月 30日 トレーニング機器の設置
・南アフリカ代表チームの選手達がキャンプ中にトレーニングを行うため、中池体育
館にトレーニング機器を設置した

8月 30日
8月 31日

南アフリカ代表チーム迎え入れ
・8/30 チームスタッフ11名、8/31 選手31名スタッフ10名を都ホテル岐阜長良川にて
お出迎え

9月 1日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【１日目】
・ＡＭジムトレーニング（中池体育館）
・ＰＭ公開練習（グリーン・フィールド中池）※観客数約2,000人
・ＰＭファン交流（多目的広場）
・ＰＭ市長との会食（岐阜市）

9月 2日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【２日目】
・ＡＭ歓迎セレモニー（市役所１階アトリウム及び市民ホール）
・ＰＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭジムトレーニング（中池体育館）

9月 3日 南アフリカ代表チーム関市キャンプ【３日目】
・ＡＭ非公開練習（グリーン・フィールド中池）
・ＰＭ学校訪問（瀬尻小学校、桜ヶ丘中学校、関商工高等学校、朝日大学）
・ＰＭコーチ講習会（都ホテル岐阜長良川）
・ＰＭ観光施設見学（関鍛冶伝承館、刃物会館）
・ＰＭフリーディナー（各所）

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・イエローごはん（カレーピラフ）、ボーアウォース（ソーセージ）など

9月 4日 南アフリカ代表チーム見送り
・南アフリカ代表チームがリポビタンＤチャレンジカップの開催される埼玉県熊谷市
へ移動するため、都ホテル岐阜長良川及び岐阜羽島駅にてお見送り

学校給食で南アフリカ代表チーム応援献立を提供
・ボボティー（ミートローフ）、チャカラカ（野菜煮込み）など

9月 6日 リポビタンＤチャレンジカップ南アフリカvs 日本（埼玉県営熊谷ラグビー場）
・南アフリカ代表、日本代表ともにワールドカップ2019開催前最後となる親善試合
・協賛いただいた方々を中心にして応援団を結成し、現地で応援
・観客数が22,258人の試合会場内において、場内看板やインタビュー用バックボード
大型ビジョンでのＰＲ動画の放映、ＰＲブース出店、パンフレット広告など、関市
のＰＲ活動を実施

◆パブリックビューイングの開催
・せきしんふれ愛アリーナサブアリーナで開催
・J SPORTSが放映する映像を使用
・来場者に先着で関市キャンプ記念タオルなどを配布
・オープニングイベントとして関商工高校吹奏楽部が演奏
・パブリックビューイング終了後、南アフリカ観光局から提供を受けた南アフリカ
産ワインなどが当たる抽選会を開催

【試合結果】南アフリカ４１－７日本

9月 21日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ニュージーランド（横浜国際総合競技場）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１３－２３ニュージーランド

9月 28日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs ナミビア（豊田スタジアム）

◆応援観戦ツアーの開催
・関シティターミナルを集合場所として、貸切バスにて、事前に申し込みがあった
３２名でツアーを催行

【試合結果】南アフリカ５７－３ナミビア

10月 4日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs イタリア（小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ４９－３イタリア

10月 8日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【プール戦】
・南アフリカvs カナダ（神戸市御崎公園球技場）

【試合結果】南アフリカ６６－７カナダ

10月 20日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準々決勝】
・南アフリカvs 日本（東京スタジアム）
・尾関健治市長、太田直哉関市ラグビーフットボール協会長が現地で応援（南アフリ
カ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ２６－３日本

10月 27日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 準決勝】
・南アフリカvs ウエールズ（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長、西部成敏協働推進部長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの
招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ１９－１６ウエールズ

11月 2日 ラグビーワールドカップ2019日本大会 【決勝トーナメント 決勝】
・南アフリカvs イングランド（横浜国際総合競技場）
・尾関健治市長が現地で応援（南アフリカ代表チームからの招待）

◆ＴＶ中継の放映
・わかくさプラザ学習情報館エントランスホールで開催
・テレビ中継（地上波）を放映し、南アフリカ代表チームの応援を行った

【試合結果】南アフリカ３２－１２イングランド

11月 15日
～12月 26日

ラグビーワールドカップ2019日本大会優勝記念 関市キャンプ写真展の開催
・関市役所１階アトリウムにおいて、南アフリカ代表チームの関市キャンプを中心と
した写真展を開催

■スポーツチームキャンプ地誘致準備委員会

回 開催日 内 容

1 平成28年 2月 4日
(2016年)

協議事項 ①役員の選任について
・委員長１名、副委員長１名
②想定施設の現状と課題について
③今後の流れ（スケジュール）について

2 2月 12日 協議事項 ①ワールドカップ2015イングランド大会の実情について
②今後の動きについて

3 4月 8日 協議事項 ①情報交換について
・ラグビーワールドカップ2019日本大会の現状
②今後の流れについて
・申請書の受付開始（予定）について

4 6月 16日 協議事項 ①公認キャンプ地ガイドラインについて
・宿泊施設
・トレーニング施設
・組織委員会への質問及び協議済事項
②今後の流れについて
・申請書の受付（8/1～12/22）

5 7月 19日 協議事項 ①選定プロセス説明会の報告について
②ＰＲ冊子について
③今後の方針について

6 11月 17日 協議事項 ①公認キャンプ地選定プロセス応募について
②書類審査及び実地審査について
③今後について

7 平成29年 3月 9日
(2017年)

協議事項 ①公認キャンプ地選定プロセス応募状況について
②東海三県チームキャンプ地担当者連絡会議について
③ふるさと応援アスリートについて
④今後について

8 11月 30日 報告・協議事項 ①ＲＷＣＬによる追加審査について
②公認チームキャンプ地選定プロセスの進捗について
③マッチスケジュール発表について
④今後について

9 平成30年 3月 9日
(2018年)

報告・協議事項 ①誘致活動の進捗について
②今後の誘致活動について
③誘致委員会への移行について
④今後のラグビーイベントについて

　設置期間　平成 28 年（2016 年）2 月 4 日 ～ 平成 30 年（2018 年）4 月 8 日

年  月  日 内　   容

8 9

※旧名称：ラグビーワールドカップ 2019 チームキャンプ地誘致準備委員会




