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2019年はラグビーの年！ 

市内でラグビーワールドカップ2019™の試合放映が行われます 

 元ラグビーオーストラリア代表のクラシックワラビーズと元ラグビー
日本代表のクラシックジャパンによる親善試合が武蔵野陸上競技
場で開催されます。 
  クラシックワラビーズは、ラグビーワールドカップの歴史の中で２
度の優勝に輝いている強豪オーストラリアの元代表選手による
チームで、ラグビーの普及や振興を目的に積極的に世界を回って
活動しています。昨年は、市内の小学校で交流授業を行ってくれ
ました。 
 対するクラシックジャパンは元日本代表選手を中心に約70名がこ
の日のために集結。一日限りのドリームマッチとなります。 
 ぜひこの機会に歴史的な試合を直接会場でお楽しみください。 
 当日は親善試合の前に地元女子ラグビーチームの「横河武蔵野
アルテミ・スターズ」とオーストラリア女子ラグビーチームなどの試合
も行い、ラグビーワールドカップ2019™（日本対アイルランド）のパブ
リックビューイングも開催します。 
 一日中ラグビーが楽しめる「ワールド×ラグビー」。９月28日（土）
は武蔵野陸上競技場で、ラグビーを楽しみましょう！  

Ｚｚ 武蔵境スポーツ実行委員会、成蹊大学 

クラシックワラビーズ 

特集号 

９月28日（土）は「ワールド×ラグビー」！ 世界を駆けるラガーマンたちが集結！ 

クラシックワラビーズVSクラシックジャパン親善試合イベントを開催します 

まだまだラグビー関連の取組みがあります 

４面につづく！ 

 いよいよ９月20日（金）に、ラグビーワールドカップ2019™が東京スタジアムで開幕します！武蔵野市で現在ラグビー
ワールドカップ2019™の機運醸成に向けて行われている取組みを、１面と４面の２ページにわたりご紹介します。 

 
横河電機（株）、武蔵野市ラグビーフットボール協会、NPO法人武蔵野スポーツクラブ 

イベントの詳細は武蔵野市
ホームページ（QRコードか
ら）または市報９月１日特
集号をご覧ください。 

  ９月20日（金）の開幕戦（日本対ロシア）には、市長を
団長とする市民応援団をスタジアムに派遣すると同時に、 
武蔵境駅前の境南ふれあい広場公園と、成蹊大学６号
館地下カフェでもラグビーワールドカップ2019™の試合放
映を行います。 
 境南ふれあい広場公園では、大画面でのパブリック
ビューイングと同時に、地元吹奏楽団による楽器演奏等
も予定しています。  
 成蹊大学６号館地下カフェでは、９月20日（金）・10月
13日（日）・11月２日（土）の３回にわたり試合放映を行い、
注目が集まる決勝戦も観戦できます。 
 
 大会期間の盛り上がりを、ぜひ多くの方に体感いただ
ければと思います。 
 どちらの会場も申込み不要でご参加いただけます。当
日直接会場へお越しください。 

実施日 試合 時間 試合放映会場 

９／20（金） 日本 v ロシア 19:45 

境南ふれあい広場公園 

成蹊大学６号館 
地下カフェ 

９／21（土） 
フランス 
ｖアルゼンチン 

16:45 境南ふれあい広場公園 

10／13（日） 
日本 
ｖスコットランド 

19:45 
成蹊大学６号館 
地下カフェ 

11／２（土） 
決勝戦 
（対戦未定） 

18:00 
成蹊大学６号館 
地下カフェ 

ご協力ありがとうございます 

ご協力ありがとうございます 
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パラリンピック競技の授業支援を行っています 
 武蔵野市では2018年度から、市立小中学校でパラリンピック競技の授業支援を
行っています。2019年の１学期は、ボッチャ、シッティングバレーボール、視覚障害
者５人制サッカー・視覚障害者マラソンの授業を、５校の市立小学校で行いました。 
 
 子ども達は、ボッチャの授業ではいろいろな技を知り、単にボールを近付けるだ
けではないボッチャの奥深い戦略とその魅力を体験しました。シッティングバレー
ボールの授業では、お尻をつけたままプレーする難しさを感じながらも、現役日本
代表選手と一緒に試合を体験し、大いに盛り上がりました。視覚障害者５人制サッ
カーと視覚障害者マラソンの授業では、アイマスクをつけて周りが見えない状態で、
声をかけ合い協力してプレーする楽しさを学んでいました。 
 
 ２学期以降も、市内小中学校で授業支援を行い、子ども達がパラリンピック競技
に触れ、理解を深める機会を創出します。 

ボッチャ（千川小学校） 

●東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた取り組み 

●ルーマニアホストタウン事業 

ルーマニア野外映像祭を開催します 

ルーマニアのオペラ歌手テオドラ・ゲオルギューさんが武蔵野市を訪れました 

 ７月18日（木）に、ルーマニアのオペラ歌手であるテオドラ・ゲオル
ギューさんが市立第三小学校を訪れ、子ども達と交流しました。（公財）
武蔵野文化事業団アウトリーチ事業として実施されたこの取り組みでは、
第三小学校の５・６年生の子供たちが参加し、テオドラさんによるお話と
ミニ・コンサートが行われました。 
 
 テオドラさんは1994年に武蔵野市が招聘した「ルーマニア・ブラショフ
少女合唱団」のメンバーとして来日した経験があり、今回はオペラ歌手
として市民文化会館でコンサートを開催するため、再び市を訪れました。
ミニ・コンサートでは、子ども達もテオドラさんの美しい歌声に聞き入っ
ていました。また、テオドラさんと子ども達が日本語で「ふるさと」を一緒
に歌う場面もあり、子ども達にとって思い出に残る交流となりました。 

 ９月28日（土）、武蔵野プレイス前の境南ふれあい広場公園にて、武蔵
野市が東京2020オリンピック・パラリンピックで「ホストタウン」をつとめる、
ルーマニアの現在を知る野外映像祭を開催します。 
 ルーマニアのカルチャーシーンの第一線で活躍するアーティストたちに
よる多様な作品を上映するほか、市内にスタジオを構えるスタジオポノッ
クによる短編劇場「ちいさな英雄―カニとタマゴと透明人間―」を特別上
映します。 
 当日会場には、ルーマニア料理やワインが楽しめるブースやキッチン
カーも登場します。美味しい料理や飲み物をお供に、この夏を締めくくる
ルーマニア野外映像祭をお楽しみください。 

■会場：境南ふれあい広場公園 
 
■日時：９月28日（土） 
     午後４時～８時30分 
     ※午後４時開場、映像作品の 
              上映は午後５時45分から 
 
■内容：ルーマニア映像作品の上映、 
       ルーマニア関連ブースによる 
      飲食販売・展示 

開 催 概 要 

交流の様子 

視覚障害者５人制サッカー 
（大野田小学校） 

視覚障害者マラソン（大野田小学校） 

シッティングバレーボール 
（第四小学校） 
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Ｚｚ （一社）日本ボッチャ協会、（一社）パラ
バレーボール協会、NTTクラルティ（株） 

ご協力ありがとうございます 



Sports for All 水球を開催します 

市からのお知らせ 

 現役の日本代表選手が来場する大人気の水球イベントを、今
年も開催します。 
 10月14日（月・祝）に武蔵野温水プールで開催する「Sports for 
All 水球」では、東京2020オリンピックを目指す水球日本代表
チーム「ポセイドンジャパン」をゲストにお招きし、トークやデモン
ストレーションを披露いただきます。その後、小・中学生を対象と
した事前申込みのアクアゲーム（泳げなくても楽しめる水球ゲー
ム）を行います。 
 現役の日本代表選手と一緒に試合が体験できるチャンスです。 
多くの方のご参加をお待ちしております。 
 また、当日は武蔵野総合体育館等で市民スポーツフェスティ
バルを開催しています。こちらも併せてお楽しみください。 

水球日本代表チーム「ポセイドンジャパン」も来場します！ 

志水祐介 
選手 

吉田拓馬 
選手 

有馬優美 
選手 

曲山紫乃 
選手 

Ｚｚ 成蹊大学、成蹊高等学校、藤村女子中学・高等学校、東京女子体育大学 

昨年度の様子 

●東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた武蔵野市実行委員会 

ジュニア特派員第２期メンバーが始動しました 

スポーツボランティアHANDSが活動中です 

青空市で「ボランティアの樹」を実施します 

 ７月25日（木）から、第二期ジュニア特派員が活動しています。昨年度から開
始したこの取組みは、今年はメンバーを市内で公募し、応募者41名の中から12
名の小・中・高校生が参加しています。 
 初回の打ち合わせでは、取組み紹介と記者講座を行い、インタビューの方法
について、プロの記者の方に実践を交えて教わりました。初めは緊張していた
子ども達でしたが、お互いをインタビューすることで理解を深め、楽しくインタ
ビューを実践していました。 
 今後も市内のスポーツイベントを中心に取材を行います。取材内容は11月発
行予定の「むさしのジュニア2020通信第三号」に掲載し、市内に配布します。 

 武蔵野市で活動するスポーツボランティアHANDSは、現在74名で活動しています。
８月25日（日）に開催された「ボッチャ武蔵野カップ2019」では、コートのサポートの他、
事前にサポーター講習を受け、ボッチャの審判としても活躍しました。 
 スポーツには「する」、「みる」だけでなく、「ささえる」楽しみがあります。 
 HANDSは、メンバーを随時募集しています。スポーツイベントや競技大会を一緒
に盛り上げ、支える喜びを共有しませんか？ 

 11月10日（日）の青空市で、「ボランティアの樹」を行います。 
 樹の幹が描かれた板に、「2020年に向けた目標や、ボランティアで頑
張りたいこと」を書いた葉の付箋を貼って、大きな樹にする取り組みです。 
  2018年から４月の「桜まつり」と11月の「青空市」をはじめとした市内の
イベントで実施し、多くの方に参加いただいています。 
 参加いただいた方には、オリンピック・パラリンピックに関連したグッズ
を差し上げています。その他、市の東京オリンピック・パラリンピックに向
けた取り組みの展示も行います。お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご参
加ください。 

●募集期間: 随時（年度ごとに更新） 
●募集対象: 市内在住･在勤･在学の高校生以上 ※市外の方で興味のある方はご相談ください 
●活動場所: 武蔵野市内（武蔵野総合体育館ほか） 
●活動内容: 武蔵野市が開催するスポーツイベント、または市内で行われるスポーツ大会の運営サポートなど 
●申込方法: 企画調整課オリンピック・パラリンピック担当のEメールアドレス（本紙４面の【問い合せ】参照）に               
                   件名を【スポーツボランティア登録】とし、本文に氏名・年齢・住所・連絡先・所属を記載して送信 

ボランティアの樹（左）と 
葉の付箋（右） 

インタビュー講座の様子 

志賀光明 
選手 

ご協力ありがとうございます 
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【問合せ】武蔵野市総合政策部企画調整課（オリンピック・パラリンピック担当） 齊藤・谷藤 
     〒180-8777 武蔵野市緑町２－２－28  電話番号 0422-60-1970 （直通）FAX 0422-51-5638     
                                メールアドレス SEC-OLYPARA@city.musashino.lg.jp 
   ※「武蔵野市 Sports for All 情報 Monthly News」を設置・配布していただける施設・店舗・団体を募集して 
   います。ご協力いただける方は、送付先・必要部数などをご連絡ください。 

●Sports for All 吉祥寺×ラグビー 
 ６月２日（日）に吉祥寺駅前で行なわれた「Sports for All 吉祥寺×ラグビー」は、多くの団体にご協力いただき、盛況の
うちに終了することができました。路上ステージでは横河武蔵野アトラスターズとアルテミ・スターズをはじめ、地域で活動
する団体に出演していただきました。当日は武蔵野市がラグビーワールドカップ2019™の公認チームキャンプ地となって
いるロシア代表チームの応援ブースなど、様々なブースが出展されました。さらに、吉祥寺活性化協議会の方々にもご
協力いただき、イベント前後の期間にサービスが受けられる店舗情報をまとめたマップを作成しました。 

●ロシアの中高生とラグビー交流を行いました 

当市ゆかりの選手情報 

 杉原愛子選手が、７月３日（水）～７日（日）にイタリアのナポリで開催された「ユニバーシアード2019」にて多くの功績
を残しました。まずは体操競技女子団体で優勝！金メダル獲得おめでとうございます。さらに体操競技女子総合個人
結果では４ 位に入賞し、種目別・床運動で２位を獲得しました！杉原愛子選手の今後の活躍が楽しみです。 

成蹊大学吹奏楽団 

●杉原愛子選手（体操）【藤村女子高等学校卒業】 

交流に参加したハバロフスク市
と武蔵野市の子ども達 

「武蔵野市 Sports for All 情報 Monthly News」では、月に一回、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に関
する情報、市の関連イベントなどをお知らせします。 
 
さらにタイムリーな情報については、以下のfacebookページをご覧ください。 

        facebookページ「武蔵野市Sports for All情報」  https://www.facebook.com/musashinoolypara/ 

特   集 

 ８月17日（土）、ロシアのハバロフスク市から訪問した中高生12名と、昨年
ハバロフスク市を訪問した市内の中高生、武蔵野ラグビースクールの子ど
も達が、武蔵野総合体育館で「ラグビー交流」を行いました。 
 ラグビーは初めてという子ども達も、ラグビースクールのコーチの皆さん
に教えてもらい、全員でタッチラグビーのゲームを楽しむことができました。 
 交流の最後にはラグビーワールドカップ2019™に出場するロシア代表
チームに向けて、子ども達が声を合わせた応援のメッセージを撮影しまし
た。「Sports for All 吉祥寺×ラグビー」で撮影 
したメッセージとともに編集し、公開予定です。 

ロシアチーム応援ブース 

藤村女子高等学校クッキング部 東京女子大学 
チアダンス部 

横河武蔵野アトラスターズ、
アルテミ・スターズによるラ
グビーデモンストレーション 

武蔵野市・三鷹市を中心に活動する 
チアリーディングチーム「COOKIES」 

サービスが受けられる
店舗情報マップ 

成蹊中学校ダンス部 

4 

Ｚｚ 武蔵野ラグビースクール 

ご協力ありがとうございます 


