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ラグビーワールドカップ開幕戦パブリックビューイング開催!

ラグビーワールドカップ2019日本大会　日本チームスケジュール
9月20日（金） 19：45～ VS ロシア（東京スタジアム）
9月28日（土） 16：45～ VS アイルランド（エコパスタジアム）
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日産スタジアム
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ラグビーとは
ラグビーとは、球技スポーツの中で最も人数の多いスポーツ

として、ボールゲームと格闘技の二つの要素を併せ持つ競技で
あり、15人対15人がグラウンド上で楕円球を争奪しながらイ
ンゴールまで運び(トライ)、得点を争うことを目的とします。
8人のFW(フォワード)と、7人のBK(バックス)に分けられ

10種のポジションがあり、それぞれ特異性を持ち体格の大小
にかかわらず活躍できるスポーツであることも魅力の一つで
す。また足の速い選手やパワーのある選手、パスやキックの得
意な選手など、その特性を生かし自身の強みを最大限に発揮
しながら、総力でチームに貢献し、勝利に導くことでその醍醐
味を味わうことができます。

体験と願望
私の現役時は身長185cm、体重105kgの体型を活かしなが

ら、50mを6秒のタイムで走る選手でした。日本人選手の中で
大柄な私は、このスピードを武器に戦い大学、社会人でプレー
した経験から海外のプロリーグでプレーする夢を抱くようにな
りました。フランスプロリーグへ移籍したのも原点に立ち返り、
自己の力がどれだけ通用するか挑戦を望みました。

ラグビーの格言
ラグビーには「One for all ,All for one」「ノーサイド」とい

う格言があります。
一人は皆のために皆は一人のために。それこそがチームワー

クに徹する指標であり、一つのボールを繋いでスコアを目指し
ます。
また、ラグビーは一つのボールを争奪する中で、相互のカラダ
をぶつけ合い、時には乱闘シーンを目の当たりにすることがあり
ます。しかし笛が鳴り試合終了「ノーサイド」と同時に敵味方に
関係なく健闘を称えあいます。先程まで掴み合っていた選手が
握手をしながら抱き合うシーンは清 し々いものです。試合終了後
にはアフターマッチファンクション(試合後のパーティーで、選手
やスタッフ、関係者が集いお酒を交わしながら検討を称えあい
交流を深めるもの)があるのも、ラグビーならではの風習です。
フランス代表元主将ジャン・ピエール・リーブの言葉に「ラグ
ビーは少年をいち早く大人にし、大人にいつまでも少年の心を

抱かせる」があります。子どもはラグビーを通して、責任や役割、
自立、規律を覚え、人として大きく成長することができ、大人は
一つのボールで我を忘れ無我夢中にさせてくれます。

ラグビーのルール
ラグビーのルールは難しいと耳にすることがあります。高校
から始めた私もルールを把握するまでに相当な時間がかかっ
たと記憶しています。ボールを持ったら前に走る、ボールを前
に落とさず、前に投げない。始めた当初は、この三原則を守りな
がら試合に臨んでいました。
ラグビーは、ボールを争奪するシチュエーションでオフサイ

ドという反則があります。
ラック(タックルされた選手が倒れ、ボールが地面にありお互
いにボールを争奪している状況)やモール(ボールを持っている
状態にあり、お互いに押し合う状況)が形成された際に起こる
オフサイドは、ディフェンス側がラックやモールに参加している
選手の最後尾の選手の足がオフサイドラインになります。
スクラムやラインアウトなどのセットプレーもオフサイドライ

ンが生じ、スクラムは5m、ラインアウトは10m下がっていなけ
ればオフサイドの反則になります。要約すれば、相手側がボー
ルを保持しているときに、相手側のスペースではプレーできな
いということになります。
キック後やペナルティを犯したときなどもオフサイドがありま
す。オフサイドだけでもシチュエーションが多く、それ以外にも
数多くの反則が存在し、ラグビーのルールに対応するには難し
いと感じることさえあります。

ラグビーを楽しく観るために
ラグビーのルールは、前述したように一つひとつ理解するに
はかなりの時間を要してしまいますが、楽しく観戦するために
はボールの位置を把握し、誰が保持しているのかを観ることで
す。ボールを中心にそれぞれの選手が、何をしているのかが見
えてきます。例えば、ラックやモールに参加していない選手が、
次に出てくるボールに対してどのような準備をしているのかを
見てみましょう。アタック側は、ボールを回しやすいようにパス
が貰える位置にポジショニングし、ディフェンス側は前に走ら
せないようにディフェンスラインを引いて準備をしています。そ

の中で足の速い選手はスペースの広い位置にポジショニング
し、パワーのある選手はスペースの狭い場所で力強く走る姿が
見られます。またディフェンス側では、タックルの強い選手が際
立ち、迫力あるプレーが見られるでしょう。

ラグビーワールドカップ2019の楽しみ方
ラグビーワールドカップは、サッカー同様4年に一度の開催
です。今年2019年は、記念すべきアジアで初めての日本開催と
なり4年に一度ではない、一生に一度だと謳っており、その価値
観は相当なものと言えます。
世界の20か国が集結し、4つのプールに分かれ各プール上
位2チームが決勝トーナメントに進出します。日本はAグループ
(日本・アイルランド・スコットランド・ロシア・サモア)で各国と総
当たり戦を行います。
2015年の南アフリカ戦(当時世界ランキング3位)で、ジャイ

アントキリングを成し遂げたことは記憶に新しいことですが、実
は番狂わせの起こしにくいスポーツだとも言われています。そ
れだけ日本は世界の強豪国にも匹敵するほど力を付けてきた
と言えます。今年のワールドカップの期待はさらに過熱してくる
ことは間違いないでしょう。
決勝トーナメント進出のポイントは、最終戦のスコットランド
戦(世界ランキング7位)です。初戦のロシア(世界ランキング20
位)、第3戦のサモア(世界ランキング17位)は絶対に落とせな
いチームです。第2戦のアイルランド(世界ランキング3位)は、
サイズがあり抜け目がないチームで、勝利することが非常に難
しい相手です。
世界に目を向けると、ニュージーランド(世界ランキング1位)

やオーストラリア(世界ランキング6位)、イングランド(世界ラン
キング4位)などの強豪国の試合が日本で観られるということ
だけでも価値があります。言わずともワールドカップは国対国
の威信をかけた戦いであり、真剣勝負が繰り広げられます。
注目チームは、2019年シックスネーションズ優勝国のウェー

ルズ(世界ランキング2位)。そして何をしてくるか予想できない
フランス(世界ランキング8位)です。フランスは個人的に愛着の
あるチームです。「シャンパンラグビー (シャンパンの泡のように
湧き出るサポート)」や「フレンチフレア(ひらめき)」と言われ魅
力のあるチームです。1999年、2007年のワールドカップで、2
度もニュージーランドを破る大金星を挙げています。

日本チームについて
日本(世界ランキング11位)は、スーパーラグビーの参入や強
豪国との対戦が増えることにより実力を付けています。ボールを
キープする力があり、強豪国相手でもトライの取れるチームに
なってきました。2015年ワールドカップでは、ポゼッション(ボー
ルキープ率)を上げることにより、日本の運動量が相手を勝り、
相手を疲れさせる戦いをしていました。倒れても素早く立ち、相
手よりも確実にプレーの回数を増やすことを徹底的に行ってい
ました。現在はそれに加え、キックを取り入れた戦術や素早く前
に出るディフェンスを組織的に機能してきました。前に出るディ
フェンスは、リスクを伴いますが着実に機能してきています。

注目選手はこの人！
注目選手は主将のリーチマイケル選手、姫野和樹選手、ラー

ボニ・ウォーレンボスアヤコ選手、福岡堅樹選手です。リーチ・
マイケル選手はリーダーシップを兼ね備え、プレーでチームを
引っ張るタイプです。チームの流れが悪い時に流れを一気に変
えられる選手です。姫野選手は外国人にも引けを取らないパ
ワーが持ち味で、力強く走るプレーが魅力です。リーダーとして
の役割も期待されている選手です。ウォーレンボスアヤコ選手
はスーパーラグビー（サンウルブズ所属）で着実に実力を付け、
本来フォワードの選手ですが、バックスでもプレーのできる選
手となり可能性を大きく伸ばしました。福岡選手は2015年ワー
ルドカップで活躍した選手です。世界でも有数なスピードのあ
る選手です。スペースのある局面でボールを持ち、インゴール
まで駆け抜けるランニングを期待しています。

おわりに
ワールドカップまであと少し。残り少ない限られた時間の中
で、日本がどこまでチーム力を上げ成長できるか。選手は誰が
起用され、サプライズ選出はあるのか。9月20日の開幕戦（ロシ
ア戦）で日本がグランドで暴れまわり、また世界をあっと言わ
せてほしいと期待ばかりが膨らみます。

ラグビーワールドカップ2019日本大会を楽しもう！
今、ラグビーが熱い！今、ラグビーが熱い！
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選手写真提供：日本ラグビーフットボール協会
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せてほしいと期待ばかりが膨らみます。

ラグビーワールドカップ2019日本大会を楽しもう！

リーチマイケル選手 姫野和樹選手 ラーボニ・ウォーレン
ボスアヤコ選手

福岡賢樹選手

©ＪＲＦＵ ©ＪＲＦＵ ©ＪＲＦＵ©ＪＲＦＵ

【執筆】 ※2019年5月執筆
株式会社コーディネーション・アカデミー
代表取締役　齊藤祐也さん（ラグビー元日本代表）
〈齊藤さんプロフィール〉
・明治大学卒業
・ラグビーセブンズ日本代表、15人制日本代表
・2003年ワールドカップ出場
・フランス1部リーグ　ＵＳコロミエ　プロ契約
・社会人トップリーグでプロ契約選手として活躍
・ラグビー解説者
・一般社団法人港区ラグビーフットボール協会理事長
・NPO法人みなとラグビースクール理事長
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子ども達を育む普及活動
金沢市ラグビーフットボール協会

読めば熱くなる！ ラグビー小説紹介

金沢市内には、小学生のラグビースクール2チームと中学生のジュニアチーム1チームが協会に
登録し、楽しく活動をしています。
金沢伏見ラグビースクールは「ラグビー・タグラグビーは決してうらぎりません。どんな子でも必

ず輝けるポジションがあります。女の子も活躍できます。運動が楽しくなってきます。まずは体験入
部で楽しさを経験して下さい。」と熱く呼びかけ、礼節やラグビーの楽しさはもちろん「安全なプ
レーが強いプレー」と一貫した指導のもと近年では全国大会に出場する強豪チームです。
金沢ラグビースクールは開校が50年前と県内で最も古く、県内スクールを牽引して来た歴史が

あります。「小学生からキッズを中心に、ラグビーボールを持って走る楽しさを体感させると共に、
ゲームを通して他を尊重する人間形成の基礎を培う」という目的を持って着実に活動しています。

石川Jr.ラグビースクールは、石川県内の各小学生スクール出身者を中心に、新
たな仲間を増やし共に戦いチーム一丸となって日夜、練習を行っております。
昨年は、関西中学生ラグビーフットボール大会にて石川県初の三位入賞致しま

した。「結果ではなく、ラグビーを通してチームの仲間と様々なことを学びそして喜
び、助け合うことで人として成長してくれたら」と思い活動しています。
幸いにも最近ワールドカップやオリンピックの大きな波を感じています。この間

新しい指導者や練習生を迎え、高校へのつながりもでき嬉しい限りです。
今年度のラグビーワールドカップ2019日本大会での日本VSサモア戦の観戦ツ

アーの実施や来年度新しく市営球技場が改修され、人工芝化オープン予定です。
伸び盛りの子ども達がラグビーに触れ合う機会を共有し、健やかに成長していってくれることを期待して、普及運営に当たって

いきたいと思います。

金沢市ラグビーフットボール協会

副会長 島津 健一さん
しま づ けん いち

金沢伏見ラグビースクール
【対　　象】園児から小学生の男女
【活動場所】寺地いなほ公園、鞍月広場
【連 絡 先】中川（090-5170-6890）

金沢ラグビースクール
【対　　象】園児から小学生の男女
【活動場所】金沢市営球技場
【連 絡 先】東（090-8098-8118）

石川jr.ラグビースクール
【対　　象】中学生
【活動場所】津幡運動公園、鶴来高校、内灘陸上競技場
【連 絡 先】馬医（バイ） 
　　　　　by.takeshi@m3.spacelan.ne.jp

ラグビーワールドカップ２０１９日本大会はもうすぐ開幕です！
開幕まで待ちきれないアナタは、ラグビー小説を読んで体を温めておきましょう！

借りたい本がインターネットで予約できます。

この風にトライ　上岡伸雄　集英社

セブンズ！　五十嵐貴久　KADOKAWA

金沢市図書館 検索

岩手県釜崎市、市民スポーツ課職員の奥寺浩子は女子ラグビーのトップ選手だった経験を買われ、岩手県代表の
女子ラグビーセブンズチーム「岩手ブロッサム」の監督に就任する。しかし、東日本大震災で失った希望を県民に取
り戻すため、目前に迫った岩手国体で優勝することを目標に選手の育成に励んでいたが、チームはまとまらず選手
は次々と辞めていった。浩子は、選手集めに奔走しながらも、残った選手たちにハードな練習を課す。あまりの過酷
さに浩子に対する不満は募るばかりだった。そんな中、浩子の妹の泉がブロッサムに加入するが、これまでの泉の
チームへの言動に対して選手たちから大きな反感を買う。浩子にとって、何としても国体優勝を勝ち取るためには
泉の力が必要だった。大会が近づくにに連れ、練習のハードさは増していく。選手たちは限界だった。そして、いよ
いよ国体が開幕する。女子ラグビーとはいえ、男子にも負けないスピード感や迫力をもって勝負に挑む選手たちの
姿に感動を覚える。泥にまみれ、タックルを受け、満身創痍になりながらも、なぜ戦い続けるのか。「ラグビーが好き
だから」。強き女性たちのラグビーに賭ける熱い情熱に心が溶かされます。

いたって普通の小学５年生の治生は勉強も運動もできる賢介と同じマンションに住んでいる。クラスでは、賢介が始
めた女子へのいじめがはやっていて、治生もなんとなくそのいじめに付き合っていた。６年生になって、すごく大男の
熊沢先生が担任としてやってきた。ラグビーをやっていた先生は体育の授業で「タッチラグビー」を始めた。最初は
しぶしぶやっていた治生たちだが次第にラグビーの楽しさに惹かれていく。ラグビーの精神をもとに先生は色んな
大切なことを子どもたちに教えていく。自分の体で汗をかく、自分の体で痛い思いをする、それを脳に刻み込むこと
によって人の痛みを知る。ラグビーを通じて心がつながっていく。子どもたちに伝えたいものがこの物語にあります。
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「令和」の時代が幕を開けました。この元号には、「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」
という意味が込められていますが、昨年、金沢市が制定したスポーツ文化推進条例も市や市民、関係団
体等が連携、協力して、スポーツにより健康で活力と魅力あふれる文化のまちづくりに寄与することを目
的としており、事業団のスポーツ推進事業が、こうした想いや希望につながって欲しいと強く願っています。事業団では今年度のス
ローガンを「健康実感！ Let’s Play Sports！」と決め、市民の皆様が安心して気軽にスポーツに親しみ、「人やまち」が元気になる
よう、職員が心を合わせ、施設の安全管理を徹底し、公平公正な施設管理や分かり易い情報の発信に努めてまいります。
さて、今秋にはラグビーワールドカップ、来夏には東京オリンピック・パラリンピックが続いて開催され、スポーツや健康に対する
市民一人一人の関心や参加意識の向上が益々重要になっています。そのため、市や関係団体の方 と々連携しながら、昨年度に続き
ラグビーの体験教室や元日本代表選手を迎えたイベントを開催するほか、パラスポーツにおいても、従来の体験会に加え、新たに
競技大会を実施するなど、幅広くスポーツの認知度向上と普及促進に努めてまいります。また、昨年の健康増進法の改正を受け、
子どもを含む全てのお客様を望まない受動喫煙による健康被害から守るため、この7月1日より、市の全スポーツ施設敷地内の禁
煙を実施することとしています。
「令和」においても、スポーツの振興と健康増進に全力で取り組んでまいりますので、引き続き、市民や関係団体の皆様のご理解、
ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「健康実感！ Let’s Play Sports」（2019年スローガン）

エネルギーの源  カステラが強い味方!

理事長就任あいさつ 公益財団法人  金沢市スポーツ事業団　理事長　磯部 康司

食べて勝つ!
　試合が近づくにつれ、緊張で食事ものどを通らない・・・というお子さんも多いのではないでしょうか。
最近では、スポーツの世界においても食事が試合の勝敗に影響を与えることが認識され、トップア
スリートは試合当日に最高のパフォーマンスを発揮できるような食事の摂り方を実践しています。
今回は、試合に向けた食事の摂り方についての豆知識を伝授します。

カステラは、小麦粉、砂糖、卵で作られているのでエネル
ギーの源となる糖質が豊富です。また、食物繊維を含まず、脂
質も少ないので非常に消化がよい食べ物です。
マラソンの有森裕子さん、高橋尚子さんや藤原　新さん、
スキージャンプの高橋沙羅さん、水泳の萩野公介さん、女子
バレーボール日本代表チームなども、試合当日の朝食や試合
間の補食にカステラを食べていたとのことです。
大きく作って切り分ければチーム全員で食べることもでき

ますし、なにより緊張で食欲がない時でも食べやすく、軽くつ
まむことができますので、試合前や試合当日には「＋（プラス）
カステラ」をお勧めします！！

しっかり食べて、最高のパフォーマンスを！

試合の３日前から当日まで

試合前日、当日NG

・炭水化物を中心に、エネルギーの源を蓄えます。
  炭水化物とビタミンＢ１を一緒に摂ると糖質がエネルギーに変わります。
・「高糖質・低脂肪・タンパク質そのままの食事」を摂るようにし、油を減らした分、
  糖質（ごはん、おにぎり、うどん、もちなど）を多めに食べると良い。

・脂肪分が多いもの、揚げ物
・香辛料や刺激物
・生ものや冷たいもの
・普段食べ慣れていないもの

【おすすめ炭水化物】
おにぎり（梅干し、おかか、焼きたらこ）、
パスタ（和風）、うどん、餅
【おすすめビタミンB】
豚肉（ヒレ、モモ）、ウナギのかば焼き、大豆、
豆腐、焼き鮭、ハム、100％オレンジジュースなどで
ビタミンCも一緒に摂るとさらに効果的です。

しっかりと炭水化物を摂ることでエネルギーが蓄えられ、持久力や集中力がアップします！
また、朝食は体温を上げ、脳を活性化し、エネルギーを補給するためにとても大切です。
朝食は必ず食べるようにしましょう！！

【材　料】
・たまご 3個
・小麦粉 100ｇ
・砂糖 80ｇ
・はちみつ 大さじ2
・牛乳　 大さじ2

【作り方】
①卵白だけをよく泡立てる。
　砂糖を加えながらさらに良く泡立てる。
　黄身を加える。
②ふるった小麦粉、はちみつ、牛乳を加える。
③170度に熱したオーブンで20分ほど焼く。

簡単！カステラ レシピ

カステラおすすめポイント
・糖質たっぷり、エネルギーを生み出す
・消化がよくおなかにやさしい
・腹持ちがよく、持久力アップ
・手軽にみんなで食べられる

＋カステラ
プラス

高炭水化物 高ビタミン
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公益財団法人 金沢市スポーツ事業団

この広報誌の文字は、視認性が高く、読みやすいユニバーサルデザインフォント（UDフォント）を使用しています。

〒921-8116 金沢市泉野出町3丁目8番1号 
TEL：076-247-9018　FAX：076-245-6466
E-mail：info@kanazawa-sports.jp
URL：https://www.kanazawa-sports.jp

発行

2019年から2021年の3年間は、日本のスポーツ界にとって「ゴールデン・スポーツイヤーズ」と呼ばれています。2019年の
ラグビーワールドカップを皮切りに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、そして2021年の関西ワールドマスター
ズゲームズと、3年間連続の国際スポーツイベントを控えています。
金沢市スポーツ事業団でも、2019年はラグビー教室など色々なイベントを実施し、ラグビーワールドカップ2019日本大会
に向けて盛り上げていきたいと思います。

はじめまして。今年の4月から金沢市スポーツ事業団に入社しました施設管理第2係の古本勝教です。
私の業務としては担当している屋外施設の管理運営をしています。
学生時代からずっと陸上競技を中心に運動やスポーツに親しんできました。今まではスポーツ施設を
使う立場でしたが、スポーツ事業団に入社してからは施設を管理する立場となりました。初めてのこと
が多くまだまだ分からないことだらけですが、たくさんの方の声に耳を傾け、快適に施設を使ってもら
えるよう頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

改正健康増進法が2019年7月1日に一部施行し、2020年4月1日には全面施行されます。
金沢市スポーツ事業団は、改正健康増進法が定める望まない受動喫煙を防止するために施設管理者が講ず
べき措置の趣旨に従い、平成31年4月1日に「金沢市スポーツ施設における受動喫煙防止を推進するための
ガイドライン」を定めました。
このガイドラインに基づき、管理する体育館、テニスコート、プール、野球場、ソフトボール場などのスポーツ
施設での望まない受動喫煙を防止するため、建物や駐車場を含む敷地内の禁煙を実施します。
子どもたちを含むすべてのお客様や施設に勤務する職員を望まない受動喫煙から守り、お客様が安全で快適にスポーツ活動やス
ポーツ観戦を楽しんでいただける施設づくりを目指します。
スポーツ施設は、健康増進を目的とする施設ということをご理解いただき、皆様のご協力をお願いいたします。

敷地外であっても路上など敷地周辺での喫煙は、
通行される方や住民の方のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

編集
後記

金沢市スポーツ施設は７月１日より「敷地内禁煙」になりました

暑さを吹き飛ばせ！ 夏休みスポーツイベント情報！

受動喫煙防止対策ホームページ

ラグビー体験
「KANARUG（カナラグ）」
【日　　時】8月17日（土）13：00～ 16：00
【対　　象】小学生 80名※先着順で受付けます。
【募集期間】7月15日（月）から
【参 加 費】無料
【会　　場】金沢市総合体育館

ラグビー元日本代表の齊藤祐也さんを講
師に迎え、子どもたちにラグビーの楽しさ
を伝えます。

全国統一
かけっこチャレンジ2019
【日　　時】8月25日（日）9：00～ 14：00
【対　　象】5歳以上
【募集期間】7月9日（火）～8月12日（月）
【参 加 費】一般1，100円、高校生以下600円
【会　　場】金沢市営陸上競技場

50m走、100m走を写真判定装置を使用し
てタイムを計測します。今回は全国14カ所で
開催。全国でのかけっこ順位がわかります！

夏休み
親子わくわくスポーツフェスタ
【日　　時】8月31日（土）13：00～ 16：00
【対　　象】どなたでも参加できます
【参 加 費】無料、事前申込不要
【会　　場】金沢市総合体育館

ゲーム感覚で色々なスポーツを体験できま
す！親子で楽しめるスポーツイベント！
スタンプラリーで素敵な景品もご用意して
います♪

新
入
職
員
紹
介 施設管理課第2係

古本 勝教
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