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関市の刃物製品の見学ののちショッピングを行いました。

刃物会館
2019 年 9 月 3日（火）
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岩手県釡石市写真展

52 53

2019 年 7 月 25 日（木）～ 9月 26 日（木） 2019 年 7月 26 日（金）

せきしんふれ愛アリーナ １階エントランスにて、岩手県釡石市より寄贈いただいた大漁旗と釡石鵜住居復興スタジアムの写
真を展示しました。

市内全小中学校の児童と生徒が 50 本の歓迎のぼり旗を作成。キャンプ開催の事前 PR並びにキャンプ期間中、練習会場など
に掲出しました。

歓迎のぼり旗

手書き歓迎のぼり旗作成状況
安桜小学校 ……………… 2枚
旭ヶ丘小学校 …………… 2枚
桜ヶ丘小学校 …………… 2枚
瀬尻小学校 ……………… 2枚
倉知小学校 ……………… 2枚
南ヶ丘小学校 …………… 2枚
富岡小学校 ……………… 2枚
田原小学校 ……………… 2枚
下有知小学校 …………… 2枚
富野小学校 ……………… 1枚

金竜小学校 ……………… 2枚
洞戸小学校 ……………… 1枚
板取小学校 ……………… 1枚
博愛小学校 ……………… 2枚
武芸小学校 ……………… 2枚
寺尾小学校 ……………… 1枚
武儀東小学校 …………… 1枚
武儀西小学校 …………… 1枚
上之保小学校 …………… 1枚
小学校(19校)　…… 合計31枚

緑ヶ丘中学校 …………… 3枚
旭ヶ丘中学校 …………… 2枚
桜ヶ丘中学校 …………… 2枚
下有知中学校 …………… 2枚
富野中学校 ……………… 2枚
小金田中学校 …………… 2枚
板取川中学校 …………… 2枚
武芸川中学校 …………… 2枚
津保川中学校 …………… 2枚
中学校(9校)　 …… 合計19枚
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関市ふるさと夏まつり 図書館読み聞かせ

54 55

2019 年 7 月 28 日（日） 2019 年 7月 30 日（火）

本町通りで開催された関市ふるさと夏まつりにおいて、関商工高等学校のラグビー部員が横断幕やのぼり旗を用いて関市
キャンプを PRしました。

南アフリカの文化などに触れるため、関市立図書館において、アフリカ出身のＡＥＴ（英語指導助手）による読み聞かせやゲー
ムなど行いました。
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パネル展（サンサンシティマーゴ） キーワードラリー

56 57

2019 年 8 月 6日（火）～ 9月 2日（月） 2019 年 8月 6日（火）～ 8月 21 日（水）

サンサンシティマーゴにおいて、ラグビー南アフリカ代表チームや南アフリカの観光資源などを紹介する写真の展示を行い、
関市キャンプのＰＲを行いました。

南アフリカ代表チームの応援と関市キャンプＰＲのため、市内の指定された施設に設置してあるキーワードを集め、抽選で
景品（包丁、スポーツシューズ購入補助）が当たるキーワードラリーを開催しました。
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関市民花火大会、お十七夜､
地蔵祭り浴衣コンクール 南アフリカDay 

58 59

2019 年 8 月 13 日（火）・8月 17 日（土）・8月 23 日（金） 2019 年 8月 18 日（日）

8/13 関市民花火大会、8/17 お十七夜、8/23 地蔵祭り浴衣コンクールの会場において、関市キャンプＰＲのため、市内中学
校のラグビー部員及び関市ラグビーフットボール協会員がＰＲ用うちわの配布を行いました。
関市民花火大会では、南アフリカ代表チーム受入れの機運を高めるため、ラグビーボール型花火の打ち上げもありました。

わかくさ･プラザ 学習情報館 多目的ホールにおいて､南アフリカ観光親善大使の女優 高橋ひとみさんを招いてトークショーを開催
し､南アフリカの歴史や文化に触れ､関市キャンプのＰＲを行いました｡また､トークショー終了後には､南アフリカ関連映画インビ
クタスの上映も行いました｡上映は､この他に 7/20 洞戸ふれあいセンター､8/10 武儀生涯学習センターでも行いました。

高橋ひとみさんトークショー
映画「インビクタス」上映

南アフリカ産ワインのプレゼントもありました。
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2019 年 8 月 18 日（日） 2019 年 7月 17 日（水）・9月 3日（火）・9月 4日（水）

南アフリカ代表チームの練習会場である中池公園周辺、市役所周辺や本町通り商店街など、市内各所に歓迎のぼり旗を設置
しました。

9/3(火)､9/4(水)の2日間､市内3つの給食センター(関市学校給食センター､洞戸学校給食センター､武儀学校給食セ
ンター)で調理する給食を､関市で合宿を行っている南アフリカ代表チームに親しみと関心を持ってもらうため､南
アフリカ共和国風に料理して提供しました｡また､7/17(水)には､通常の献立に南アフリカの特産である､ぶどうを
イメージしたワインゼリーを追加して提供しました｡

のぼり旗設置 学校給食 南アフリカ代表チーム応援献立

7月17日（水）7月17日（水）

9月4日（水）9月4日（水）

・ワインゼリー

9月3日（火）9月3日（火）
・イエローライス（カレーピラフ）
・ボーアウォース（ソーセージ）
・ポイキーコース（煮込みスープ）
・豆乳プリンタルト
・牛乳

・パン
・ボボティー（ミートローフ）
・米粉かぼちゃポタージュ
・チャカラカ（刻み野菜のカレー風味トマト煮）
・牛乳
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2019 年 9 月 6日（金）

埼玉県営熊谷ラグビー場（熊谷市）で開催された、ラグビーワールドカップ 2019 日本大会前最後となる親善試合（観客数
22,258 人）の会場に、ピッチサイド広告の掲出、大型ビジョンでの関市 PR動画の放映、関市 PRブースの出店を行いました。
試合は 41-7 で南アフリカが勝利。関市からも市長をはじめ、多くの人が応援に駆け付けました。

せきしんふれ愛アリーナにおいて、埼玉県熊谷市で行われたリポビタンＤチャレンジカップ2019「南アフリカvs日本」の模様を
放映し、南アフリカ代表の応援を行いました。来場者は300人を超えました。

南アフリカvs日本
(リポビタンDチャレンジカップ2019）

南アフリカvs日本  パブリックビューイング
(リポビタンDチャレンジカップ2019）
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2019 年 9 月 28 日（土）

南アフリカ代表チームの応援のため、豊田スタジアム（愛知県豊田市）で開催されたラグビーワールドカップ 2019 日本大
会のプール戦「南アフリカ vs ナミビア」について、応援観戦ツアーを催行しました。参加人数 32 人。

ラグビーワールドカップ2019日本大会 
応援観戦ツアー

◆対象試合
　カード：南アフリカｖナミビア（プールＢ 第２戦）
　日　時：２０１９年９月２８日（土）　午後６時４５分 キックオフ
　場　所：豊田スタジアム（愛知県豊田市）

◆ツアー概要
　参 加 者：３２名
　チケット：カテゴリーＢ ３２席
　集合解散：関シティターミナル
　行　　程：下記行程表のとおり

日にち 行 程 食事

9/28
（土）

（14:15集合）
関シティターミナル ── 関ＩＣ ── 豊田勘八ＩＣ ── 豊田スタジアム

14:30 16:00

ラグビーワールドカップ２０１９日本大会
「南アフリカｖナミビア」観戦
（16:15会場 18:45キックオフ）

豊田スタジアム ── 豊田勘八ＩＣ ── 関ＩＣ ── 関シティターミナル
22:00 23:30

朝：－
昼：－
夕：－
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2019年 9月21日（土）･10月4日（金）･20日（日）･27日（日）11月2日（土）

わかくさプラザ 学習情報館 エントランスホールにて、ラグビーワールドカップ 2019 日本大会の試合の模様を放映して、南
アフリカ代表チームの応援を行いました。

ラグビーワールドカップ2019日本大会 
応援観戦ツアー
2019 年 9 月 28 日（土）

◉ポスター・チラシ◉ポスター・チラシ

ラグビーＷ杯ＴＶ中継
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2019 年 8 月 27 日（火）

郡上市の株式会社ＡＩＲロボ様のご好意により、芝生が最良の状態であるグリーン・フィールド中池をドローンにより空撮
していただきました。

グリーン･フィールド中池 ドローン撮影

PRグッズPRグッズ




