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M M でラグビーを楽しもう！

ラグビ―ワールドカップ 2019TM 開幕 500 ⽇前イベント！

TM©Rugby World Cup Limited 2015

2019 年９⽉ 20 ⽇（⾦）に開幕する「ラグビーワールドカップ 2019TM」の 500 ⽇前
を、５⽉８⽇（⽕）に迎えます。
その節⽬にあわせ、⼤会のさらなる盛り上げにつなげるため、５月６日（日）に開催
都市特別サポーター（神奈川・横浜）の豪華ゲストをお招きして、みなとみらいのラン
ドマークプラザでラグビーワールドカップ 2019TM 開幕 500 日前イベントを実施します。
あわせて、みなとみらい地区を中⼼にシティドレッシング（都市装飾）を⾏い、地域
全体でムードを盛り上げます。開幕 500 ⽇前当⽇の５⽉８⽇（⽕）には、横浜国際総合
競技場の東ゲート橋付近でカウントダウンを始めます。
また、４⽉ 12 ⽇（⽊）から５⽉ 13 ⽇（⽇）までは、市内で開催される⼤規模イベン
トと連携して、市内各所へのフォトスポットや PR ブース出展を⾏うとともに、ラグビー
をテーマにした取組をランドマークプラザで⾏うなど、街全体でラグビーを盛り上げて
いきます。
取材等、ご協⼒よろしくお願いいたします。
■１■

ラグビーワールドカップ 2019TM

開幕 500 ⽇前イベント概要

名称

ラグビーワールドカップ 2019TM 500 日前イベント in YOKOHAMA

日時

５月６日（日）11：00～17：00

会場

ランドマークプラザ（１階ガーデンスクエア、３階公共歩廊）

内容

トークショー、横浜で試合をする国・地域に関連したステージ（踊り、歌など）、
大会 PR グッズプレゼント、ランドマークプラザ内フォトスポット設置【４月
28 日（土）～5 月 13 日（日）】等

■２■

シティドレッシング（都市装飾）

みなとみらい地区を中心に、街灯フラッグ等を掲出します。
掲出場所

ランドマークプラザ内、動く歩道、桜木町駅前広場

掲出期間

４月 28 日（土）～５月 13 日（日）

等

裏面あり

■３■

開幕 500 日前からカウントダウン開始

大会の会場である横浜国際総合競技場の屋外大型ビジョンで、開幕 500 日前である５
月８日（火）からカウントダウンを開始します。また、18 区役所、18 のスポーツセンタ
ーにおいても、カウントダウンボードを設置します。
※取材等ご希望の場合は、下記お問合せ先までご確認ください。

■４■

その他、関連した取組

（１）ランドマークラグビープレイグラウンド【５月３日（木・祝）～５日（土・祝）】：
ランドマークプラザにおいて、ラグビーをテーマにしたイベントを実施します。
（２）ガーデンネックレス横浜 2018 と連携したフォトスポット設置：
横浜公園【４月 12 日（木）～４月 26 日（木）】、山下公園【４月 26 日（木）～５月８日（火）】
（３）ザ・よこはまパレードでのＰＲ【５月３日（木・祝）】：パレード行進など
（４）横浜トライアスロン【５月 12 日（土）、13 日（日）】：ブース出展
（５）[神奈川県主催]県庁本庁舎公開での PR、かながわラグビーフェスタ in 川崎
※イベントの詳細は次ページ以降を参照ください。
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4月
12
木

～

26
木

27
金

28
土

29
日

30
月

5月
1
火

2
水

3
木

4
金

5
土

【ラグビーワールドカップ20 19TM 500 日前イベント】
500日前イベント
ランドマークプラザ
フォトスポット設置
ランドマークプラザ
シティドレッシング（都市装飾）
ランドマークプラザ他
カウントダウンボード設置
横浜国際総合競技場
【関連イベント】
ランドマークラグビープレイグラウンド
ランドマークプラザ
ガーデンネックレス横浜2018
横浜公園
山下公園
ザ・よこはまパレード
山下公園他
横浜トライアスロン
山下公園
神奈川県庁本庁舎公開
神奈川県庁本庁舎
かながわラグビーフェスタ in 川崎
ラゾーナ川崎

6
日

7
月

8
火

9
水

10
木

11
金

12
土

設置

開幕500日前！

＜イベントマップ＞
【MM 地区】
シティドレッシング
（都市装飾）

【⼭下公園】
フォトスポット
横浜トライアスロン

ザ・よこはまパレード
【県庁本庁舎】
庁舎公開

【ランドマークプラザ】
開幕 500 ⽇前イベント
ランドマークラグビープレイグラウンド

【横浜公園】
フォトスポット

お問合せ先

市民局ラグビーワールドカップ 2019 推進課担当課長

畠山

久子

Tel 045-671-3201
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日

各イベントの詳細
ラグビーワールドカップ 2019TM 500 日前イベント

■１■

（１）日時・会場
平成 30 年５月６日（日）11 時 00 分～17 時 00 分
ランドマークプラザ（西区みなとみらい２－２－１）
（２）内容
ステージイベント（1 階ガーデンスクエア）
ア トークショー【13:00～14:00】
ラグビーワールドカップ 2019TM 開催都市特別サポーター（神奈川・横浜）が、自身の経験、
体験などから、ラグビーの素晴らしさや、ラグビーワールドカップの楽しみ方などについてお話
しします！
※申込不要（先着順）
【ゲスト】ラグビーワールドカップ 2019TM 開催都市特別サポーター
林 敏之 氏
ラグビー元日本代表選手
同志社大学→神戸製鋼
第１回ラグビーワールドカッ
プ日本代表キャプテン。
全国のラグビースクール小
学生の大会『ヒーローズカ
ップ』を主催。

鈴木 彩香 氏
ラグビー女子日本代表選手
横浜市出身。関東学院大学→
立正大学大学院。リオデジャネ
イロオリンピック女子セブンズ代
表。女子ラグビーワールドカップ
2017 代表。
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
所属。
※出演者は事情により変更となる可能性があります。

イ

横浜で試合をする国・地域に関連したステージ【12:00～13:00】
大会の時に、横浜国際総合競技場で実際に試合を行う６か国・地域のうち、ニュージーランド
のハカ（舞踊）や、アイルランドの音楽などを披露していただきます。
※６か国・地域…ニュージーランド、南アフリカ、イングランド、フランス、アイルランド、
スコットランド
ハカ
アイルランド音楽

ウ

ラグビー体験【11:00～17:00】
ステージ横で行うラグビー体験（パス体験のゲーム）で、その日の最高成績の方に、ステキな
グッズをプレゼントします！ぜひ奮ってご参加ください！
フォトスポット、大会 PR グッズプレゼント（３階公共歩廊） 【11:00～17:00】
ランドマークプラザ３階のフォトスポット【４月 28 日（土）～５月 13 日（日）に設置】で写真
を撮っていただいた方には、３階イベントスペースの PR ブースで、非売品のラグビーワールドカッ
プ 2019TM の大会 PR グッズをプレゼントします！（先着 500 名様）
フォトスポットで写真を撮って SNS にアップしよう！また、同じく公共歩廊では、横浜での対戦
国のユニフォームも展示しています。
【フォトスポット】 →
【大会 PR グッズ（非売品）】
↓

裏面あり

■２■

シティドレッシング（都市装飾）

⑥

「ラグビーワールドカップ 2019TM」の 500 日前を街全体でお祝
いするため、みなとみらい地区を中心にシティドレッシング（都
市装飾）として、街灯フラッグ掲出を実施します。
（１）掲出場所
①ランドマークプラザ内、②桜木町駅前広場、③動く歩道、
④さくら通り、⑤けやき通り、⑥国際大通り
（２）掲出期間
４月 28 日（土）～５月 13 日（日）

⑤ ④
①
③

②
＜掲出イメージ＞
■３－１■

＜デザイン＞

＜掲出場所＞

横浜国際総合競技場でのカウントダウン開始

「ラグビーワールドカップ 2019TM」の開催スタジアムになる横浜国際総合競技場の入口の屋外大
型ビジョンで、開幕までのカウントダウンを開始し、大会までの間の機運を高めます。
（１）日時
５月８日（火）８:３０～
※開幕 500 日前
（２）場所
横浜国際総合競技場 東ゲート橋（浜鳥橋側）前
＜場所＞
＜イメージ＞

■３－２■

各区役所等へのカウントダウンボード設置

市内 18 区役所、18 のスポーツセンターで、カウントダウンボードを
設置し、大会開催機運を盛り上げます。
（１）設置日
５月８日（火）
※開幕 500 日前
（２）設置場所 18 の区役所、スポーツセンター

次頁あり

■４■

その他、関連した取組

（１）ランドマークラグビープレイグラウンド
ランドマークプラザにおいて、ラグビーのプレー（パス、タックル）を模したミニゲームを２
種類用意。初日の５月３日（木・祝）にはラグビー元日本代表主将の廣瀬 俊朗 氏も登場。
ア 日時：５月３日（木・祝）、４日（金・祝）、５日（土・祝） いずれも 11:00～18:00
イ 会場：ランドマークプラザ 1 階「ガーデンスクエア」
ウ 主催：ランドマークプラザ
【1 階】
○スローコントロールチャレンジ
点数が描かれている的に向かって、
スローに挑戦！

○タックルマシンチャレンジ
「タックル」のパワーを測定！

○トライフォト：トライしているような写真を
○ラグビー元日本代表主将
撮ることができるフォトブース。 廣瀬俊朗氏と楽しむラグビー体験
【５月３日（木・祝）13:00～14:00】

（２）ガーデンネックレス横浜 2018 と連携したフォトスポット設置
みなとエリアを中心に、ガーデンネックレス横浜 2018 と連携して、フォトスポットを設置し
大会を PR し、機運を盛り上げます。
時期

会場

１

４/12(木)～４／26(木)

横浜公園（噴水前）

２

４/26(木)～５/８(火)

山下公園
（赤い靴をはいていた女の子
の像横）

裏面あり

（３）ザ・よこはまパレード
ア 日時：５月３日（木・祝）荒天順延５月４日（金）
ラグビーパレード行進は 11 時 15 分頃～
イ 会場（スタート地点）：山下公園前
ウ 主催：国際仮装行列実行委員会
（横浜商工会議所・神奈川県・横浜市）
エ 内容：・県内ラグビースクールに所属する子どもたちに
よるパレード行進
・水陸両用車「SKY DUCK（スカイダック）」での
フラッグ掲出
（４）横浜トライアスロン
ア 日時：５月 12 日（土）、13 日（日）
イ 会場：山下公園 横浜トライアスロン EXPO
ウ 主催：国際トライアスロン連合
2018 世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会
エ 内容：ＰＲブース出展

（５）神奈川県主催の事業について
ア かながわラグビーフェスタ in 川崎
（ア）日時：５月 13 日（日）13:00～17:00
（イ）場所：ラゾーナ川崎 ルーファー広場（川崎市幸区堀川町 72-1）
（ウ）主催：神奈川県
（エ）内容：県警音楽隊演奏、トークショーほか
イ 神奈川県庁本庁舎公開での PR
（ア）日時：５月３日（木・祝）～５日（土・祝）13:00～17:00
（イ）場所：神奈川県庁本庁舎（中区日本大通１）
（ウ）主催：神奈川県
（エ）内容：PR ブース出展、トライフォト設置
※（５）についての問合せ先
神奈川県スポーツ局
ラグビーワールドカップ担当課長 加藤木 TEL:045-285-0792
スポーツ課競技スポーツグループ 坂下
TEL:045-285-0797

フラッグ掲出イメージ

