
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

　ファンゾーンとは、ラグビーワールドカップ大会期間中に開催都市が設置する公式のイベントスペー
スです。パブリックビューイングや各種体験ブース、岩手・釜石のグルメブースなど、観戦チケットを
お持ちでない人も楽しむことができます。
　岩手・釜石会場のテーマは、東日本大震災津波被災地の復興の姿と世界中からいただいた支援への感
謝を伝えるとともに、岩手・釜石ならではのおもてなしにより、希望と笑顔があふれる「ラグビーのま
ち釜石」の実現です。
　ぜひ来場して、日本中や世界中から訪れるラグビーファンと興奮や感動を共有しましょう。

釜石市民ホールTETTO（入場料無料）

　当日のスケジュールなどの詳細や、来場の際の注意事項などについ
ては、広報かまいし９月15日号でお知らせする他、「いわて・かまいし
ラグビー情報」をご覧ください。
https://www.rugby-iwate.kamaishi.pref.iwate.jp/

パブリックビューイング 大会期間中、予選プール40試合・決勝トーナメント８試合の全48試合を
大型画面で放映

ステージイベント ゲストトークショー、郷土芸能　他

その他 各種体験ブース（ラグビー体験、フェイスペイントなど）、復興情報発信
ブース、飲食ブース出店　他

※イベントの内容が変更になる場合があります

９月20日㈮ 日本 対 ロシアの開幕戦から
11月２日㈯ 決勝戦 までの計30日間開催
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ラグビーワールドカップ2019™ ファンゾーン
in 岩手・釜石を開催します

会　場

その他

イベント

開催日

いわて・かまいしラグビー情報

釜 釜石鵜住居復興スタジアムでの試合開催日
9/25㈬ フィジー 対 ウルグアイ 14時15分キックオフ

10/13㈰ ナミビア 対 カナダ 12時15分キックオフ

 日本代表の試合開催日
9/20㈮ 日本 対 ロシア 19時45分キックオフ
9/28㈯ 日本 対 アイルランド 16時15分キックオフ

10/ 5㈯ 日本 対 サモア 19時30分キックオフ
10/13㈰ 日本 対 スコットランド 19時45分キックオフ

 ファンゾーン休業日

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 国際交流センター　☎31-1173
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９/１㈰から釜石ラグビー応援グッズ「ミニラグビーボール」を再販

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

　ラグビーワールドカップ2019の開催により、海外から多くの観光客の来訪が見込まれていま
す。外国人との間で、言葉が通じないことが原因で発生するトラブル解決のため、電話で通訳を
行う相談窓口を開設します。英語・フランス語での対応が可能です。お困りの際は、ご利用くだ
さい。
対象　小売・飲食・物産などの事業者
開設期間　９月２日㈪～10月15日㈫までの土・日曜日、祝日を除く　10時～17時
　　　　　※10月13日㈰　ナミビア 対 カナダ戦 当日は開設します

☎070-3113-0574・☎070-3113-0577・☎070-3113-0350

インバウンド・トラブルホットライン開設のお知らせ

　ラグビーワールドカップ2019の第４次チケット一般販売（最終）が行われており、釜石会場２試合分
のチケットも販売しています。（８月23日現在）
　チケット購入には、事前にチケットＩＤの登録が必要です。大会公式ホームページから登録の上お申
し込みください。
●８月10日㈯18時から販売開始しています。（先着順）
●チケットＩＤ（大会公式サポーターズクラブ会員）登録
　登録は無料。メールアドレスがあればどなたでも登録できます。（https://tickets.
rugbyworldcup.com/accountRegister.html）

ラグビーワールドカップ2019™チケット一般販売

チケットID登録サイト

　本年６月に販売し、好評につき売り切れとなっていた、釜石市ラグビーこども未来基金寄付つき応援
グッズ「ミニラグビーボール」が、次の応援の店で再販されます。

　その他応援グッズの内容は、広報かまいし
４月15日号、６月15日号、７月15日号の
「やっぺし︕」をご覧ください。

販売店︓いわて・かまいしラグビー応援の店
・釜石特産店（シープラザ釜石内）
・道の駅釜石仙人峠
・釜石情報交流センター
・釜石市役所職員生協
・うのすまい・トモス（鵜の郷交流館）
・セブン-イレブン中妻町１丁目店
・スポーツオーソリティ イオンタウン釜石店

釜石鵜住居復興スタジアムロゴ入り
ミニラグビーボール

価格　１個　1,500円（税込）
デザイン︓スタジアムロゴ＆釜石ラグビーロゴ入り

122.5mm

サイズ 160mm

100mm

66mm 350ml 缶

※参考サイズ
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　ラグビーワールドカップ2019釜石開催当日、次の物品が試合会場に持ち込み禁止となりますのでご注意
ください。

・あらゆる種類の武器
・飲食物（酒類、ノンアルコール飲料、弁当など）
・ビン、缶、ペットボトル、ステンレスボトル
・長傘（折り畳み傘は除く）、大きな手荷物
・自撮り棒、三脚、一脚などのビデオカメラ関連器具
・ドローン、発煙筒
・ 通信機器（トランシーバー、ワイヤレスマイク、Wi–Fiルーターなどの電波を放出するもの）

・入場時には必ず試合観戦チケットをお持ちください
・入場ゲートで手荷物検査、ボディチェックが行われます
・試合会場から一度退出すると再入場はできませんのでご注意ください

※持ち込み禁止物は、これに限定されるものではありません
※スタジアム敷地内に飲食ブースを設けています

※ ただし、医療や健康維持のための水または湯茶は、試飲の上持ち込みが認められます。その際は水筒（容
器の材質は問いません）をご利用ください

持ち込み
禁止物

お願い

スタジアムへの持ち込み禁止物にご注意ください︕

寺前
交差点
寺前
交差点

ドラッグ
ストア

ドラッグ
ストア

至両石町至両石町

釡石鵜住居
復興スタジアム
釡石鵜住居
復興スタジアム

鵜住居
小学校
鵜住居
小学校

鵜住居駅鵜住居駅釡石東
中学校
釡石東
中学校

バスターミナル
（片岸）
バスターミナル
（片岸）

バスターミナル
（鵜住居駅前）
バスターミナル
（鵜住居駅前）

バス駐車場
（４号公園）
バス駐車場
（４号公園）

至釡石北IC至釡石北IC

至栗林町至栗林町

45

至大槌町至大槌町

至根浜至根浜

45

既存の交通規制

ラグビーワールドカップ「フィジー 対 ウルグアイ」14時15分キックオフ
釜石鵜住居復興スタジアム周辺　交通規制のお知らせ

25㈬
９

　試合当日は、会場周辺に交通規制がかかり
ます。
　関係車両以外は規制区間内へ乗り入れでき
ませんのでご注意ください。
　また、会場周辺に一般来客用駐車場はあり
ませんので、規制区間外への路上駐車、無断
駐車、送迎などもご遠慮ください。
　なお、タクシーで会場内への乗り入れはで
きません。会場周辺にタクシー乗降場を設置
します。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。

交通規制時間
９月25日㈬ 10:30～18:00

駐車禁止駐車禁止
歩行者専用歩行者専用

駐停車禁止駐停車禁止

交通規制区間
（指定車両・バス以外進入禁止）
交通規制区間
（指定車両・バス以外進入禁止）

通行止め通行止め

ライナーバス・シャトルバス
乗降場所（タクシー乗降場所）
ライナーバス・シャトルバス
乗降場所（タクシー乗降場所）

駐停車禁止駐停車禁止

歩行者専用歩行者専用

駐車禁止駐車禁止
駐停車禁止駐停車禁止
歩行者専用歩行者専用

　三陸鉄道、岩手県交通バスなどの公共交通
機関または、インターネット予約となるシャト
ルバス、パーク＆ライド駐車場、ライナーバス
をご利用ください。
■申込先
 「いわて・かまいしラグビー
情報」の 予約申し込み ページ
（ht tp://w w w.rugby-
iwate .kamai sh i .p r e f.
iwate.jp/）へ
■申込期限

ライナーバス ９月18日㈬17時

シャトルバス、パーク＆ライド ９月24日㈫17時

※詳しくは、ホームページ「いわて・かまい
しラグビー情報」、広報かまいし８月１日号ま
たは同15日号をご覧ください

来場方法について

いわて・かまいしラグビー情報

10月5日（土）11月4日（月・休）
第45回 釡石健康マラソン大会第10回

かまいし仙人峠マラソン大会 ～ すすめよう、私のスポーツ ～

復興への峠を駆け上がれ！

　市は、10月の「体育の日」を記念して釡石健康マラソン大会
を開催します。幼児から高齢者まで、みんなでスポーツの秋を
楽しみましょう。
日時　10月５日㈯　受付７時50分　開会式９時
会場　市球技場
参加料

マラソンの部
一般：1,500円
小中高生：1,000円
幼児：800円
ふれあい・親子の部：１人当たり600円

リレーの部
一般：１チーム1,000円
小学生：無料
※参加はマラソン参加者に限ります

申し込み
　市内スポーツ店、各地区生活応援センター、市内郵便局に備
え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて郵便
局でお申し込みください。
※学校やスポーツ少年団などの団体と、リレーの部の申し込み
は市生涯学習文化スポーツ課（市教育センター１階）で受け付
けます
申込期限　９月20日㈮

日時　11月４日（月・休）
　　　受付　８時～９時　開会式　９時10分
　　　スタート　①峠コース　10時
　　　　　　　　②10kmコース　10時10分
会場　旧釜石鉱山事務所周辺コース（大橋）
種目　①峠コース（17.2km・標高差約400ｍ）
　　　②10kmコース（標高差約160ｍ）
参加資格
　令和元年11月４日現在で満16歳以上の男女
参加料　一般：4,000円／高校生：2,000円
申し込み
　所定の申込用紙に記入の上、参加料を添え
て郵便局へ、またはインターネット（https://
runnet.jp/）からお申し込みください。
※申込用紙は、釜石市体育協会（昭和園クラブ
ハウス）、市役所第１庁舎１階受付、市教育セ
ンター１階（市生涯学習文化スポーツ課）、各
地区生活応援センターなどに備え付けます
申込期限　９月30日㈪

大会運営ボランティア募集
　大会運営に協力いただけるボランティア
を募集します。詳しくは大会実行委員会事
務局へご連絡ください。
（１）募集人数　30人程度
（２） 活動内容　受け付け、沿道での給水

など

種　目
①幼児の部（400ｍ） 男女の部
②1.5kmの部 小学男女低学年（１・２年生）の部

ふれあい・親子の部
③2.3kmの部 小学男女中学年（３・４年生）の部

④3.2kmの部
小学男女高学年（５・６年生）の部
中学高校男女の部
一般男女の部

⑤リレーの部
小学男女の部（４人１組100m×４）
一般男女の部（４人１組100m×４）
※ マラソンの参加申し込みとは別に
申し込みが必要です

№ 科目 定員 日時 持ち物 受講料
（教材費）

1 編物講座（棒針で編む秋冬ベスト） 15人 ９月24日㈫・10月１日㈫・
８日㈫10時～12時 棒針または輪針８号 4,800円

2 サンマのうの花漬け料理講座 16人 ９月27日㈮10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 1,000円
3 おいしい餃子づくり講座（本場の水餃子） 12人 ９月29日㈰10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 600円
4 秋のエコクラフト講座（リビングバスケット） 10人 10月２日㈬、９日㈬、16日㈬

10時～12時
はさみ、木工用ボンド、
洗濯ばさみ30個、おしぼり 1,000円

5 エコ料理講座（秋の味覚deエコクッキング） 16人 10月８日㈫10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 800円
6 洋食講座（ミートソースグラタン、ポーチドエッグをのせたサラダ） 8人 10月24日㈭10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 1,200円
7 生地から作るかんたんピザ講座 10人 10月26日㈯10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 500円
8 飾り巻き寿司講座 16人 10月28日㈪10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 1,100円
9 旬の魚の蒸し料理講座 12人 10月30日㈬10時～12時 エプロン、三角巾、密閉容器 1,000円
10 ナタリーのヨガ講座【女性限定】夜間コース 12人 11月16日㈯18時～20時 タオル、ヨガマット、

水分補給用の飲物 無料

11 ナタリーのヨガ講座【女性限定】 12人 11月17日㈰10時～12時 タオル、ヨガマット、
水分補給用の飲物 無料

問い合わせ
かまいし仙人峠マラソン大会実行委員会事務局
（釜石市体育協会）　☎23-1061

「釡石市働く婦人の家」後期定期講座
「かまいし健康チャレンジポイント」対象

対象　市内在住、在勤の人
場所　市働く婦人の家
申込方法　窓口か電話で、直接本人がお申し込みください

申込期間　９月５日㈭８時30分～
※各コース先着順
※受講決定後のキャンセルは早めにご連絡ください

問い合わせ
市生涯学習文化スポーツ課 スポーツ推進係　☎22-8835

申し込み・問い合わせ　市働く婦人の家　☎23-2017

参加者募集

参加者募集
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