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ラグビーワールドカップ2019TM日本大会は、６月12日（水）に開幕100日前を迎え

ます。この節目に、横浜市では、6月15日（土）に、みなとみらい地区を中心に開幕
100日前カウントダウンイベントを開催しますが（5月24日記者発表済み）、それに加
え、WEBサイト「横浜ラグビー情報」のリニューアル、全18区でのPRなど、横浜から
ラグビーワールドカップ2019の盛り上げを図っていきます。 

 
１ 横浜ラグビー情報リニューアル！！ 
 
大会本番に向けて、WEB サイト「横浜ラグビー情報」（https://rugby.city.yokohama.lg.jp/）を、海外の方を

含め、より利用していただきやすく、またラグビーに親しんでいただくためにリニューアルします。 
（１）リニューアル日時 

6月 12日（水）10:00(予定) 
（２）主なリニューアルの概要 

英 語 対 応 海外から情報にアクセスしていただきやすいよう英語対応のページを追加します。 
観 光 情 報 国内外から来訪されるお客様に周遊していただけるよう、観光情報へのリンクを追加します。 
子どもラグビー情報 子どもたちに向けたイベントやラグビー教室等の取組を分かりやすく表示します。 

   ※ファンゾーン情報についても、決まり次第、掲載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラグビーワールドカップ 2019™まであと 100日！ 

WEBを含め、大会を盛り上げていきます！ 

令 和 元 年 ６ 月 ７ 日 
市民局ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ
2 0 1 9 推 進 課 

TM©Rugby World Cup Limited 2015 
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https://rugby.city.yokohama.lg.jp/


２ スマートフォン待受画像ダウンロードキャンペーン 

 
ラグビーワールドカップ 2019 をより身近に感じていただけるよう、開幕 100 日前に合わせ、スマートフォンの待受画面

として活用できる画像をダウンロードできるキャンペーンを、WEB サイト「横浜ラグビー情報」上で開始します。 
 
（１）開始日時 

6月 12日（水）10:00～ 
（２）内容 

WEB サイト「横浜ラグビー情報」にて、無料でオリジナル待受画像を 
ダウンロードできます。待受画像は、横浜で公認チームキャンプを行う 
アイルランド代表とスコットランド代表の２種類！ラグビーの迫力を感じる 
ことができるシーンを、いつでもスマートフォンで見ることができます。 
皆さん、画像をダウンロード、待受設定して、周りの人にも魅力を伝えて 

みてください！ぜひ大会を一緒に盛り上げましょう！ 
 

 
３ 18 区でスクラム！ラグビーワールドカップ 2019 展 
開幕 100 日前となる 6 月 12 日から、9 月 20 日の開幕までの間に、18 区でラグビーワールドカップ 2019 に向けた

機運を高めるため、各区で大会展示を行います。 
（１）日時・会場 

別紙１のとおり 
※区ごとに日程、場所などが異なるのでご注意ください。 

（２）展示イメージ【標準形】   ※区ごとに展示内容が異なる場合がございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 市庁舎でもスクラム！ラグビーワールドカップ 2019 展 
開幕 100 日前を契機に、6 月 10日から 6 月 28 日まで、市庁舎にてラグビーワールドカップ 2019 に向けた機運を

高めるための展示を行います。 
（１）日時 

6月 10日（月）8:45～6月 28日（金）17:15 
（２）会場 

市庁舎 1階市民広間 
（３）展示イメージ 

※内容等は時期により異なる可能性があります。 
 
 
 
 
 
 

＜展示イメージ（例）＞ 
・レンジ―ぬいぐるみ 
・卓上カウントダウンボード 
・卓上ミニのぼり旗 
・ラグビーボール 
・のぼり旗 等 
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５ ラグビーワールドカップ 2019TM開幕 100 日前イベント 

横浜からラグビーワールドカップ 2019 の盛り上げを図るため、みなとみらい地区を中心に開幕 100 日前カウントダウ
ンイベントを開催します。（5月 24日記者発表済み） 
詳細については、別紙 2（イベントチラシ）のとおりです。 

 
１ 日時：ステージイベント ― 6月 15日（土）12:00～17:00 

その他イベント ― 6月 15日（土）・6月 16日（日） 
２ 会場：ランドマークプラザ（西区みなとみらい 2-2-1）、マークイズみなとみらい（西区みなとみらい 3-5-1） 
３ 主催：神奈川県、横浜市、三菱地所株式会社 

（※ステージイベント「みんなでラグビー」のコーナーは、NHK横浜放送局、横浜市の主催です。） 
４ 内容： 
（１）ステージイベント【６月 15日（土）12:00～17:00】…ランドマークプラザ 1階 ガーデンスクエア 

ア 来浜国・地域の音楽ステージ他 
（ア）スコットランド音楽ステージ【12:00-12:20】 

ラグビーワールドカップ 2019 で横浜にやってくる「スコットランド」の音楽として、バグパイパーのイアン・
ギブ氏による、スコットランドの「バグパイプ」演奏をお楽しみいただきます。 

（イ）参加国・地域を歌で応援しよう！【12:20-12:50】 
外国人の方へのおもてなしの気持ちを込めて、横浜に来る参加国・地域の国歌などを、Scrum 

Unison（スクラムユニゾン）の皆さん、来場いただいた皆さんとともに、肩を組んで歌います。 
イ ラグビートークショー【13:00-13:30】 
元ラグビー日本代表で、ラグビーワールドカップ 2019™開催都市特別サポーター(神奈川・横浜)の林敏

之氏・吉田義人氏と、ラグビーワールドカップ 2019™アンバサダーの廣瀬俊朗氏によるトークショーを行いま
す。ラグビーの楽しさ、100日に迫ったラグビーワールドカップ 2019 への期待などについてお話しいただきます。 
ウ 「みんなでラグビー」【14:30-15:30】＜NHK横浜放送局、横浜市主催＞ 
テレビでおなじみ「みんなで筋肉体操」や、ダンスエンターテインメント集団「梅棒」がラグビーとコラボしたス

テージを披露。元ラグビー日本代表の廣瀬俊朗氏とお笑い芸人・アルコ＆ピースによるトークショーなどを行
います。 

（２）ラグビーアクティビティ【6月 15日～16日】…ランドマークプラザ、マークイズみなとみらい両館開催 
ラグビーボールを投げて、そしてタックル…と、ラグビーを存分に楽しめるアトラクションをご用意しています。さらに、

ラグビーグッズのハンドクラフト、ラグビーフォトスポットもご用意し、ラグビーを幅広く体感していただくことができます。 
（３）ラグビーワールドカップ 2019ラリー企画【6月 15日～16日】 

…ランドマークプラザ、マークイズみなとみらい両館開催 
ア 重ね押しスタンプラリー 
浜らしい風景の浮世絵をモチーフにした新作スタンプラリーです。施設内に６カ所設けたスタンプポイ 

ントを巡って、各所でスタンプを押していくと、1枚の絵葉書が完成します。 
イ レンジーとかくれんぼ 

2 館で全６カ所、レンジー（大会公式マスコットキャラクター）のぬいぐるみが隠れています。そんなレン
ジーを探して、写真を撮って、「#決勝はヨコハマ」のハッシュタグをつけて SNS に投稿していただくと、限定の
ラグビーグッズプレゼント！ 

（４）ラグビーワールドカップ 2019 PR展示・装飾 
ア 横浜に来るチームのユニフォーム展示【6月８日～16日】…マークイズみなとみらい 
イ 大型フラッグ掲出【6月 8日～27日】…ランドマークプラザ、マークイズみなとみらい両館 
ウ バナーフラッグ掲出【6月 8日～27日】…ランドマークプラザ 

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 

NEW！ 

NEW！ 

NEW！ 

※本件につきましては、神奈川県と同時に記者発表を行います。 



別紙１ 

＜各区での PR展⽰について＞ 

展⽰期間：6⽉ 12⽇【※開幕 100⽇前】〜9⽉ 19⽇【※開幕前⽇】 
※場所によっては、この開幕後も展⽰の継続を予定している施設もあります。

区 場所 住所 
展⽰ 

備考 
始 終 

鶴⾒区 鶴⾒区役所 鶴⾒中央 3-20-1 6/12 9/19 
神奈川区 神奈川区役所 広台太⽥町 3-8 8/6 8/16 

神奈川図書館 ⽴町 20-1 8/20 8/30
⻄区 ⻄区役所 中央 1-5-10 9/2 9/19
中区 中区役所 ⽇本⼤通 35 8/5 8/16
南区 南区役所 浦⾈町 2-33 6/17 6/21
港南区 港南区役所 港南 4-2-10 8/13 8/29
保⼟ケ⾕区 保⼟ケ⾕区役所 川辺町 2-9 9/2 9/19
旭区 旭スポーツセンター 川島町 1983 6/12 6/19

旭区役所 鶴ケ峰 1-4-12 8/19 8/26 
磯⼦区 磯⼦区役所 磯⼦ 3-5-1 

6/12 9/19 
9/18 以降は区⺠ホールギャラリ
ーに展⽰します。 

⾦沢区 
区内区⺠利⽤施設 ― 6/12 9/6 ※詳細は区 webページにて

「⾦沢区スポーツ振興」で検索⾦沢区役所 泥⻲ 2-9-1 9/9 9/19 
港北区 港北区役所 ⼤⾖⼾町 26-1 6/12 9/19 
緑区 緑区役所 寺⼭町 118 9/6 9/19
⻘葉区 ⻘葉区役所 市ヶ尾町 31-4 6/12 9/19 

⻘葉スポーツセンター 市ケ尾町 31-4 6/12 9/19 
都筑区 都筑区役所 茅ケ崎中央 32-1 7/22 7/26 
⼾塚区 ⼾塚区役所 ⼾塚町 16-17 6/12 9/19 
栄区 栄区役所 桂町 303-19 9/2 9/19
泉区 泉区役所 和泉中央北 5-1-1 6/12 6/13 
瀬⾕区 瀬⾕区役所 ⼆ツ橋町 190 6/17 6/21 
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