
KICKOFF! KAMAISHI 8.19
リポビタンD 釡石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY

チケットをお持ちの人が
入場できます

※好評によりチケットは完売しました
※当日券の販売はありません

■８月19日㈰のスケジュール
【メイングラウンド】

 9時～ 竣工式　※関係者のみとなります
《開場　９時30分》
※ 開場後は、チケットをお持ちの人のみが入場できます
※入場ゲート…鎧坂橋ゲートの1カ所となります
10時～ キッズラグビー

・ 釡石シーウェイブスジュニア他ジュニア
チームの試合
・ 袋井ジュニアラグビーチーム、鵜住居小な
どのタグラグビー交流試合

12時～ レジェンドマッチ
・ 新日鐵釡石OB  対  神戸製鋼OB

13時～ オープニングイベント
・ 歌手 平原綾香さんが「Jupiter」などを歌唱
・ EXILE ÜSA（ウサ）さん、TETSUYA（テツ
ヤ）さんと釡石東中学校全校生徒によるダ
ンスパフォーマンスの披露

14時～ メモリアルマッチ（40分ハーフ）
釡石シーウェイブスRFC

対  ヤマハ発動機ジュビロ
東京都内で本イベントについて発表され、夢の対戦が実現。
スタジアムの完成を祝い、市民の一体感を強め、全国に向け
て情報発信をします（5月15日）

「ダンスで日本を元気に! 夢の課外授業　中学生　Rising 
Sun Project 2018」開校式にEXILEのÜSAさんとTETSUYA
さんが釡石東中学校を訪れ、生徒たちにダンスを直接指導し
ました（4月24日）

平原綾香さんが、合唱をしている釡石東中学校の生徒の前に
サプライズで登場。オープニングイベントで披露する「いつか
この海をこえて」などを生徒と一緒に歌い、8月19日の再会を
約束しました（6月28日）

■メイングラウンド以外でのイベント
10時30分～13時 各種ラグビー体験【サブグラウンド】
　・ウィルチェアラグビー※車いすラグビー
　・ストリートラグビー
　・タッチラグビー
10時～15時30分
 フードバザール（各種飲食などの販売）

■問い合わせ　市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局
　　　　　　　☎27-8420
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釡石鵜住居復興スタジアムが
いよいよ完成します

■釡石市ラグビーこども未来基金への寄付を
　受け付けています
　全国各地の多くの皆さんから寄付をいただき、あり
がとうございます。寄付金はスタジアム建設などの施
設整備の他、ラグビーワールドカップ2019釡石開催
のPR、ラグビーを活用したまちづくりに使われます。
市は引き続き、釡石市ラグビーこども未来基金への寄
付を受け付けています。詳しくは市のホームページを
ご覧ください。
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei_joho/
shokai/rugby_city/detail/1195345_3208.html

　ラグビーワールドカップ2019™日本大会まで１年余りとなりました。
　平成27年3月に開催都市に決定した岩手県・釡石市。全国12の開催都市の中で唯一、スタジアムがな
い中での開催決定でした。全国の皆さんからの温かい支援を受けながら、平成29年４月に着工した釡石
鵜住居復興スタジアムが、７月末にいよいよ完成します。

■釡石鵜住居復興スタジアムの概要
位 置　鵜住居町第18地割５番１（旧鵜住居小学
校・釡石東中学校跡地など）
　 岩手県交通バス停「鵜住居」から徒歩約10分
（ 鉄道供用開始後…「鵜住居駅」から徒歩約７分）
整備面積　約90,000㎡
主な施設
　● 球技競技場（メイングラウンド、サブグラウ
ンド）

　　 メイングラウンド本設観客席　約6,000席
（メインスタンド・バックスタンド　各約
3,000席）

　 ※ラグビーワールドカップ2019開催時のみ仮
設席（10,000席）を追加
　●管理事務棟（メインスタンド中央部・３階建）
　 　１階　 シャワー室、更衣室、医務室、レフェ

リールーム、トイレ
　　２階　テラス
　　３階　展望デッキ
　●駐車場（東側142台、西側102台）
　●屋外トイレ（2カ所）　など

■ ラグビーワールドカップ2019日本大会開催までスタ
ジアム・諸施設の一般利用を制限します

　これから行う仮設施設の整備や、良好なグラウンドを維持
管理し最高の状態で大会を迎えるため、大会開催までスタジ
アムや諸施設の一般利用を制限します。
　市民の皆さんには、しばらくの間ご不便をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
　利用受付開始日や料金などは後日お知らせします。

６月30日現在　724件
総額 3億315万3,786円
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※当日券の販売はありません

■８月19日㈰のスケジュール
【メイングラウンド】

10時30分～13時 各種ラグビー体験【サブグラウンド】
　・ウィルチェアラグビー※車いすラグビー
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ラグビーワールドカップ2019™
国際交流入門講座

三陸防災復興プロジェクト2019
プレイベント 参加者

募　集
観覧者
募　集

　ラグビーの基礎知識を深め、外国
語を使ったおもてなしやコミュニケーション
能力の向上を目指し、ラグビーワールドカップ
2019が開催される12都市で開講します。

　来年６月から８月まで、県沿岸部13市町村
で行われる「三陸防災復興プロジェクト2019」のプレイ
ベントを、釜石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY
に併せて開催します。
■日時　８月18日㈯16時30分～18時
■場所　釡石市民ホールTETTO　ホールＡ
　※入場無料。ただし、整理券が必要です
■内容
　大槌高校「復興研究会」による活動発表
　三陸防災復興プロジェクト2019実施宣言
　釡石商工高校「虎舞」の披露
　釡石高校　合唱・合奏
　平原綾香さんのトーク＆ミニライブなど
■申し込み方法（定員600人、全席自由）
　住所、氏名、電話番号、FAX番号、応募人数を記入の上、
メール、FAXまたは往復はがきで、７月31日
㈫までにお申し込みください。１通につき最
大２人まで申し込みできます。
　詳しくは、三陸防災復興プロジェクト2019
推進課のホームページをご覧ください
■申し込み・問い合わせ
三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会 事務局プレ
イベント係　〒020-8566　IBC内　☎019-623-3131　
FAX019-651-2428　  sanriku2019@ibc.co.jp

◆日時　８月１日㈬９時30分～17時
◆場所　釡石市民ホールTETTO
◆対象　どなたでも参加できます
◆コース
Ａコース：ラグビーに関する授業、おもてなしの
英語、英会話、全国外大連合の講師による授業
Ｂコース：ラグビーワールドカップについて、世
界の英語、英会話、緊急時の英語対応
◆参加費　無料
◆申し込み
国際交流入門講座のホームページからお申し込み
ください
https://www.kandagaigo.ac.jp/s_summer/
◆問い合わせ
講座事務局（神田外語大学内）☎090-1126-5324

※この講座は、全国外大連合（関西外国語大学、神田外
語大学、京都外国語大学、神戸市外国語大学、東京外
国語大学、長崎外国語大学、名古屋外国語大学）が主催
し、（公財）ラグビーワールドカップ2019組織委員会、
市、市教育委員会の共催で行います

　チケットをお持ちでない皆さんに、スタジアム完成オープニングイベントの模様を中継でご覧い
ただくため、別会場でパブリックビューイングを開催します。
　申し込みは不要です。どなたでもご参加できますので、お気軽にお越しください。ご来場の際
は、公共交通機関や近隣の有料駐車場のご利用をお願いします。

チケットを
お持ちでない人は
ぜひ！

リポビタンD 釡石鵜住居復興スタジアムオープニングDAY

パブリックビューイングを開催

関連イベントのご案内

日　時 ８月19日㈰12時45分開演（12時開場）
会　場 釡石市民ホール　TETTO　ホールＡ

内　容

・第１部　12時55分～13時55分
　レジェンドマッチ「新日鐵釡石OB　対　神戸製鋼OB」
　 平原綾香さんなど豪華ゲストが登場するオープニングセレモニーの模様をダイ
ジェストでVTR放映
・第２部　13時55分～16時
　 メモリアルマッチ「釡石シーウェイブスRFC 対 ヤマハ発動機ジュビロ」を生
中継

入場料 無料

問い合わせ　市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局　☎27-8420

問い合わせ　市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局　☎27-8420

チケットをお持ちの皆さんへ

ご来場の際は公共交通機関、シャトルバスをご利用ください
～ご理解とご協力をお願いします～

　８月19日のオープニングイベント当日は、会場周辺に一般来客用駐車場がありません。市内からスタジアム
へご来場の際は、公共交通機関やシャトルバスをご利用ください。また、会場周辺の道路は当日交通規制となり
ますので、会場周辺への路上駐車、無断駐車もご遠慮ください。なお、シャトルバスと臨時駐車場の利用は事前
予約（有料）が必要です。市民の皆さんにはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※会場周辺の交通規制は、広報かまいし８月１日号でお知らせします

鈴子シャトルバス発着所
（釡石消防署脇）
※スタジアムまで約20分
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来場方法
1公共交通機関を利用する
　岩手県交通㈱の路線バスをご利用ください
　● 会場最寄りのバス停　鵜住居（下車後、会場まで徒
歩約10分）

2シャトル１DAYパス…鈴子町からのシャトルバス
〔要事前予約〕
　● 発着所　釡石消防署脇駐車場※駐車はできません
　● 運行　行き　９時～14時（30分ごとに運行）
　　　　　帰り　 13時発、14時発、15時発、15時30分～

17時30分（30分ごとに運行）
　● 料金　500円（往復）
3 パーク＆ライド１DAYパス…臨時駐車場（３カ所）
からのシャトルバス〔要事前予約〕

　● 駐車場　①平田（平田埋め立て地）②松倉（県立釡
石病院付近）③大槌（大槌町役場付近）

　　※位置図のとおり
　● 運行　行き　９時～14時（30分ごとに運行）
　　　　　帰り　 13時発、14時発、15時発、15時30分～

17時30分（30分ごとに運行）
　● 料金　 バス代（往復）500円
　　　　　駐車場代（車１台につき一律）1,000円
　　　　　 駐車場を利用しない場合は、バス料金のみの

お支払いとなります
　※シャトルバスの発着所は、各駐車場の近隣となります

シャトルバスと臨時駐車場の事前予約方法

　シャトルバスと臨時駐車場の利用は、イベントのチ
ケットを購入した人のみが対象です。利用には事前予約
が必要ですので、専用の申し込みサイトからお申し込み
ください。
　https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/rugby0819
【申込期限】
　８月10日㈮18時
【シャトルバス・臨時駐車場に関する問い合わせ】
　東武トップツアーズ㈱岩手中央支店　☎0197-65-
3232
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