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世界最高峰のラグビーの祭典
「ラグビーワールドカップ」が、
ついに日本へやってきます。
ラグビーワールドカップ2019™日本大会 公式ボランティアプログラム「NO-SIDE」は、より
多くの方にこの世界的スポーツイベントの仲間となっていただき、日本の顔・開催都市の顔とし
て、世界中の方々をお迎えしていただくボランティアのためのプログラム名称です。大会のシン
ボル的存在に、あなたもなりませんか？
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今大会において、大会ボランティアの皆さまに果たしていただく役割は非常に大きなものとなります。求められるのは、
単なる「大会スタッフ」としての活動ではありません。日本や開催都市の顔として、国内外から訪れる観戦客の方々をお
もてなしし、我が国の魅力とラグビーの価値を伝える存在になっていただきます。また、ご参加いただいた方にとっても、
ラグビーワールドカップならではの特別な体験を提供するプログラムにしたいと考えております。

大会ボランティアの役割

大会の顔である
ボランティア

ラグビーワールドカップ2019™日本大会における
ボランティアプログラムと大会ボランティアの役割

(写真)ラグビーワールドカップ2015™イングランド大会におけるボランティアプログラムの様子

ラグビーワールドカップにおいて、大会ボ
ランティアは大会をともに作り上げていく重
要な担い手です。世界中から日本を訪れる
観戦客の方々を温かいホスピタリティで迎
え、ラグビーの価値と日本の魅力を伝える
大会の顔としてご活躍いただきます。
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※上記の数字はラグビーワールドカップ2015™イングランド大会の実績です

世界で40億人がテレビ観戦し、
200万人以上が試合会場に足を運ぶ、
世界三大スポーツイベントの一つ、
それがラグビーワールドカップです。
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4年に1度行われる「ラグビー世界チャンピオン決定戦」となるのがラグビーワールドカップです。
世界中のラグビープレイヤーにとっては選ばれた人間だけが出場することができる憧れの舞台となります。約7週間で行われる
ラグビーワールドカップは、サッカーワールドカップ、夏季オリンピックと並ぶ世界三大スポーツイベントのひとつです。

ラグビーワールドカップとは？

開催期間 2019年9月20日（金）～11月2日（土）

20チーム
【1】 前回大会成績によって出場権を獲得しているチーム：12チーム 
【2】 予選によって出場権を獲得するチーム：8チーム
48試合 
【1】 プール戦　5チーム×4プール（プール内総当たり戦）：40試合
【2】 決勝トーナメント　準々決勝／準決勝／3位決定戦／決勝：8試合

日本全国12会場

日本全国12開催都市

2019年9月20日（金） ＜東京都　東京スタジアム＞

2019年11月2日（土） ＜神奈川県・横浜市　横浜国際総合競技場＞

「 絆　協創　そして前へ 」
日本と世界の人々を強い絆で結び、誰も経験したことのない、ラグビーと仲間たちの祭典を協創しよう。
すべての人の輝く未来へ、進もう心ひとつに。
「 4年に一度じゃない。 一生に一度だ。 - ONCE IN A LIFETIME - 」

全国12開催都市で熱戦が繰り広げられます

参加チーム

試合形式

試合会場

開催都市

開幕戦

決勝戦

大会ビジョン

大会キャッチコピー
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レンジ―（Ren-G）

ラグビーワールドカップにとっての新しいテリトリーである日本（アジア）とラグビー伝統国の選手、
ファンが、「一体となって」ラグビーをグローバルスポーツにするためにアジアで初めての大会を「一
緒に」創り上げること。日本の人々、そして全世界のラグビーファンがラグビーの精神を「共有」し、「団
結」すること。そして開催都市を中心に日本全国が「結束」して、世界中から集まったラグビーファンを
おもてなしし、素晴らしい体験をしてもらいたいという気持ちがこもっています。また日本の象徴とな
る朝日と富士山がワールドラグビーのマークと合わさることで、ラグビーにおける日本と世界の融合
も示されてます。

試合日程

トーナメントマーク

公式マスコット

プール戦・決勝トーナメントの計48試合が行われます

ユニティー

古来より幸福を招き邪悪を退けるとされてきた想像上の聖獣、獅子は日本文化に能や歌
舞伎の連獅子であったり、獅子舞であったり、狛犬であったりと様々な形で表れてきまし
た。この日本に古来より住んでいる精霊が、ラグビーワールドカップの日本そしてアジア
初開催決定をきっかけにラグビーとその5つのコア・バリューと出会って生まれたのが、
レンジーです。このために外見は、顔がラグビーボールの形になっていて、外見には連獅
子や獅子舞に似た部分もある。信頼を元にチャレンジ（困難）を乗り越えるレンジーの姿
は連獅子の物語、そしてラグビーに共通するものがあります。

ラグビーワールドカップ2019™日本大会 開催概要

札幌市 札幌ドーム

岩手県・釜石市 釜石鵜住居復興
スタジアム（仮称）

埼玉県・熊谷市 熊谷ラグビー場

東京都 東京スタジアム

神奈川県・横浜市 横浜国際総合競技場

静岡県 小笠山総合運動公園
エコバスタジアム

愛知県・豊田市 豊田スタジアム

大阪府・東大阪市 東大阪市花園ラグビー場

神戸市 神戸市御崎公園球技場

福岡県・福岡市 東平尾公園
博多の森球技場

熊本県・熊本市 熊本県民総合運動
公園陸上競技場

大分県 大分スポーツ公園
総合競技場

開催会場 決勝トーナメントプール戦開催都市

9/21土
13:45

9/22日
19:15

9/25水
14:15

10/13日
12:15

9/24火
19:15

9/29日
14:15

10/9水
13:45

9/20金
19:45

9/21土
16:15

9/29日
16:45

10/5土
17:00

10/6日
13:45

10/19土
19:15

10/20日
19:15

11/1金
18:00

9/21土
18:45

9/22日
16:45

10/12土
17:15

10/13日
19:45

10/26土
17:00

10/27日
18:00

11/2土
18:00

9/28土
16:15

10/4金
18:45

10/9水
16:15

10/11金
19:15

9/23月
19:15

9/28土
18:45

10/5土
19:30

10/12土
13:45

9/22日
14:15

9/28土
13:45

10/3木
14:15

10/13日
14:45

9/26木
19:45

9/30月
19:15

10/3木
19:15

10/8火
19:15

9/26木
16:45

10/2水
16:45

10/12土
19:45

10/6日
16:45

10/13日
17:15

10/2水
19:15

10/5土
14:15

10/9水
18:45

10/19土
16:15

10/20日
16:15
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かつてラグビーの試合終了を意味するだけの用語でした。
ボールをどちら側が持つかという「サイド」がなくなるとい
う意味です。その言葉を、日本ラグビーの先人たちは、「ラ
グビースピリット」に重ねました。どんなに激しく戦っても、
試合が終われば、たたえ合い、感謝し、永遠の友情を誓い合
うスピリットのことです。日本ラグビーが大切に育んできた
ノーサイド精神を体現し、世界はひとつであることを発信
する。そして、世界最高峰のビッグイベントを成功に導く。そ
れが、ラグビーワールドカップ2019™日本大会公式ボラン
ティアチーム「TEAM NO-SIDE」です。

「NO-SIDE」
ノーサイド

ラグビーワールドカップ2019™日本大会
公式ボランティアプログラム

NO-SIDEとは、

(写真) ラグビーワールドカップ2015™イングランド大会
準決勝NZ vs South Africaの試合終了後
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ラグビーワールドカップ2019™日本大会 公式ボランティアプログラム「NO-SIDE」に
ご参加いただく皆さまには、プレーヤー、観客、スタッフ、大会にかかわる全ての人に
敵味方のないホスピタリティを発揮する

「NO-SIDE」
“日本ラグビーが持つノーサイド精神の体現者“

として活動していただきます。

プログラムコンセプト
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私たちは、ラグビーワールドカップ2019™日本大会 公式ボランティアプログラム
「NO-SIDE」を、ご参加いただいたボランティアの皆さまに世界三大スポーツである
ラグビーワールドカップならではの体験をしていただける特別なものにしたいと考え
ています。

写真 : 左から並ぶ三人はボランティアの方々、後ろの眼鏡の男性は開催都市の職員、右側の男性は組織委員会の職員です。
それぞれの立場を超えて “One Team” を目指すラグビーワールドカップのボランティアを象徴する写真です。

プログラムに参加することで得られるもの

※ラグビーワールドカップ2011™（開催国：ニュージーランド）終了後のボランティア参加者アンケート結果

「ボランティアに参加して得られものは何ですか？」

1. 母国や地元（開催都市）の役に立つことができた！
2.観客をおもてなしすることに喜びを感じた！
3.一生に一度のチャンスで、特別な経験が出来た！
4.チーム2011のユニフォームを着れることに誇りを感じた！
5. 新たな人との出会いがあった！

“We are all one team!”

（写真）ラグビーワールドカップ2011™ニュージーランド大会のボランティアメンバー

－9－



面接

Interview
Road
Show
インタビューロードショー

12の開催都市で
インタビュー（面接）を開催します！
公式ボランティアプログラム「NO-SIDE」に加わっていただ
く全ての方を対象に、インタビュー（面接）を実施させていた
だきます。TEAM NO-SIDEの全員が主役です。
「一生に一度の体験」がここから始まります。
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面接

Training
Road
Show
トレーニングロードショー

研修
研修は全部で3種類です。
■共通研修
■E-Learning（共通研修の一環として）
■活動別研修
※詳細はP21をご覧ください
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大会ボランティアの活動は、会場案内や観客誘導、輸送、
ファンゾーン運営など、多岐にわたります。

大会ボランティアの
主な活動内容
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会場周辺で観客の方へのおもてなしを行います。
観客サービスサポート

会場周辺や主要駅、空港などで、会場案内等を
サポートします。

現地案内サポート

シャトルバス乗り場等で観客の移動をサポート
します。

輸送サポート

大会ファンゾーンの運営をサポートします。
ファンゾーン運営サポート

関係者パス(アクレディテーションパス)の発行等を
サポートします。

アクレディサポート

スタッフ・ボランティア向け休憩所の運営を
サポートします。

ワークフォースサポート

活動内容 ※活動内容・名称は、運営の状況により変更となる可能性があります。

大会ボランティアの活動は、会場内のみならず、その周辺やファンゾーン、主要駅、空港など、さまざまな場所で行われます。試
合会場を訪れる来場者の対応はもちろん、大会関係者をご案内することもあります。ご参加いただく活動の場所や内容は、大会運
営者によって決定させていただきます。
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面接
募集主体

募集期間

募集予定人数

活動日数・時間

応募方法

運営主体

選考方法

開催都市の選択

活動内容の決定

ラグビーワールドカップ2019™日本大会に携わるボランティアの募集は、
公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会が行います。

2018年4月23日（月）午前12:00から2018年7月18日午前11:59まで 
※いずれも日本時間

全12開催都市で約10,000人以上
※ 応募状況により、インタビュー（面接）前に抽選を行う可能性があります。
※ 大会の準備状況により、募集予定人数は変更が生じる可能性があります。

開催都市ごとの最低活動日数以上ご参加いただきます。
また、１日あたり最長で8時間程度の活動を想定しております。
※選択いただいた開催都市の試合日について、ボランティア活動にご参加いただけるかどうかをご応募時に確認させていただきます。

■ ご応募はオンラインから、個人単位となります。
■ 応募の際にはパソコン又はスマートフォンをご利用の上、ラグビーワールドカップ2019™公式ホーム
    ページからご応募ください。
■ 下記のURLにアクセスし、画面の指示に従ってお申込みください。
  URL：https://www.rugbyworldcup.com/volunteers

ラグビーワールドカップ2019™日本大会に携わるボランティア運営は、
公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会および
12開催都市（以下、「大会運営者」）の合同で行います。

募集期間中にご応募いただいた方を対象に、各開催都市でインタビュー(面接)を実施させていただきます。
※応募状況により、インタビュー前に抽選を行う可能性があります。

ご応募いただく際に、活動を希望する開催都市を選択していただきます。
複数の開催都市で活動可能な方は、2つ目、３つ目の開催都市をご入力いただくことができます。
※ご入力いただくことで、複数の開催都市での活動が約束されるものではございません。あらかじめ、ご了承ください。

活動内容につきましては、大会運営者から指定させていただきます。
また、各開催都市のすべての試合日に活動できる方を試合会場周辺へ優先的に配置する可能性があります。
あらかじめご了承ください。

募集概要

募集期間・選考について
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面接 研修

規約等への同意

本人確認への協力

趣旨への賛同

年齢要件

語学要件

インタビュー（面接）
・研修参加

活動日数

活動時間

ユニフォーム

ボランティア保険

食事

交通費・宿泊 活動日、インタビューおよび研修等にご参加いただくに際し、報酬の支給はなく、
交通費および宿泊は自己手配・自己負担していただきます。あらかじめ、ご了承ください。

活動にあたり提供する物品等

応募要件

法令の遵守

大会運営者が必要と認めた際に、ご本人確認にご協力いただけること。
■本人確認書類例（顔写真付き）：免許証、学生証、パスポート、マイナンバーカード など

ラグビーワールドカップ2019™日本大会 公式ボランティアプログラムの趣旨にご賛同いただける方。

2019年3月31日までに満18歳に達している方。
※ただし、未成年（20歳未満）の方は、保護者同意書の提出が必要です。

日本語でのコミュニケーションが可能な方。

大会運営者が指定したインタビュー、研修へご参加いただける方。
※インタビューおよび研修の詳細は、18ページ以降をご覧ください。

開催都市ごとの最低活動日数以上ご参加いただける方。

１日あたり最長で8時間程度の活動にご参加いただける方。

大会運営者よりユニフォームを提供させていただきます。
活動時間中はユニフォームの着用をお願いいたします。

ボランティア活動にご参加いただく際には、
大会運営者がボランティア保険を手配させていただきます。※個人の負担はありません。

活動が長時間におよぶ場合、大会運営者より食事を提供させていただきます。
なお、活動場所により、食事の代わりとしてプリペイドカードでの提供となる可能性もございます。
※活動時間が短い場合、食事をご用意できない場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

日本国の法令を遵守していただける方。

募集概要

「ボランティア参加規約」「プライバシーポリシー」「システム利用規約」に賛同し、「ボラン
ティア参加誓約書」をご提出いただける方。また、未成年の方に関しては、「保護者同意書」を
ご提出いただける方。※なお、「ボランティア参加誓約書」および「保護者同意書」につきましては、インタビュ
ー時にご提出いただきます。
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募集概要

注意事項

試合観戦 ボランティア活動中は、試合をご観戦いただくことができません。あらかじめ、ご了承ください。
※観戦チケットの提供やあっせん等もございません。

活動場所への移動

早朝・深夜の活動

提供品の返還

提供品の取り扱い

活動日の追加

大会前活動

ボランティアリーダー
について

参加辞退について

参加の取消

情報管理

ドメイン設定

語学スキル

活動場所までの移動につきましては、公共交通機関をご利用ください。
自家用車でのご来場はご遠慮いただいております。あらかじめ、ご了承ください。

一部のボランティア活動については、活動時間が早朝や深夜の活動に及ぶ可能性がございます。

万が一活動への参加を辞退された場合は、全ての提供品を返還していただきます。
その際の発送に係る送料はご本人様でご負担をお願いいたします。

ユニフォーム等の提供品について、インターネットオークション等での転売は固く禁じさせていただきます。

運営上の都合により活動日は追加となる場合があります。その際は、公式ボランティアサイトでご案内し、
ご参加いただける方を募集させていただきます。※募集は、大会ボランティアとして採用された方が対象となります。

大会２～３か月前に、大会準備ボランティアを別途募集させていただく可能性がございます。
その際は、公式ボランティアサイトでご案内し、ご参加いただける方を別途募集させていただきます。
※募集は大会ボランティアとして採用された方が対象となります。

大会ボランティアとして採用された方の中から、ボランティアリーダーを選抜させていただく予定です。
なお、詳細は公式ボランティアサイトにて改めてご案内させていただきます。

諸事情により、ボランティアへの参加を辞退される場合は、問い合わせ窓口までご連絡ください。
なお、参加が必須となっているインタビューや研修へご参加いただけなかった場合、参加辞退されたものと
みなします。あらかじめ、ご了承ください。

大会のイメージを損なう行為やチームワークを著しく害する行動、大会関係者・観客への迷惑行為、ご応募
いただいた内容が事実と異なることが判明した場合には、ボランティア参加を取り消すことがございます。 

活動上知り得た情報を外部へ発信すること（SNS等への投稿を含みます）は、固く禁止させていただきます。
また、大会運営者が許可した場合を除き、写真や動画の撮影は禁止させていただきます。

大会運営者からのご案内は全て公式ボランティアサイトまたはメールにて差し上げます。
メールのドメイン指定受信を設定されている方は、設定を解除されるか、「@japanrugby2019.or.jp」
からのメールが受信できるよう設定していただくよう、お願いいたします。

ご応募いただく際に、英語、フランス語、スペイン語の語学スキルについて、ご申告いただきます。
※英語、フランス語、スペイン語のいずれかが話せることは必須要件ではありません。
※語学スキルを伴う活動をお約束するものではありません。
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開催都市一覧

※運営上の都合により、活動予定日、活動予定場所、募集予定人数は変更となる場合がございます。

募集概要

開催都市について

ご応募いただく際に、活動を希望する開催都市を選択していただきます。
複数の開催都市で活動可能な方は、2つ目、３つ目の開催都市をご入力いただくことができます。
※ご入力いただくことで、複数の開催都市での活動が約束されるものではございません。あらかじめ、ご了承ください。

主な活動予定日は、試合日およびその前後とファンゾーンの開催日です。
※ファンゾーンの会場および開催日については追ってご案内いたします。

開催都市 募集予定人数 最低活動日数主な活動予定場所

札幌ドーム
福住駅
ファンゾーン会場 など

釜石鵜住居復興スタジアム(仮称)
釜石駅
ファンゾーン会場 など

熊谷ラグビー場
熊谷駅
ファンゾーン会場 など

東京スタジアム
飛田給駅
ファンゾーン会場 など

横浜国際総合競技場
新横浜駅
ファンゾーン会場 など

小笠山総合運動公園エコパスタジアム
愛野駅
ファンゾーン会場 など

豊田スタジアム
豊田市駅
ファンゾーン会場 など

東大阪市花園ラグビー場
東花園駅
ファンゾーン会場 など

神戸市御崎公園球技場
御崎公園駅
ファンゾーン会場 など

東平尾公園博多の森球技場
福岡空港駅
ファンゾーン会場 など

熊本県民総合運動公園陸上競技場
熊本駅
ファンゾーン会場 など

大分スポーツ公園総合競技場
大分駅
ファンゾーン会場 など

3日間

4日間

4日間

3日間

4日間

4日間

5日間

4日間

3日間

5日間

2日間

熊本県・熊本市

大分県

神戸市

福岡県・福岡市

愛知県・豊田市

大阪府・東大阪市

神奈川県・横浜市

静岡県

埼玉県・熊谷市

東京都

札幌市

岩手県・釜石市

約400～800人

約1000～2000人

約700～1000人

約500～900人

約700～1000人

約700～1000人

約1500～2000人

約700～1000人

約800～1200人

約2000～3000人

約400～800人

約400～800人 2日間
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募集期間

インタビュー
日時調整

2018年7月末以降

2018年8月下旬～
2018年12月下旬

2019年1月頃

2019年1月以降

2019年4月頃

2019年6月頃

2019年6月以降

インタビュー

共通研修

採否通知

2018年4月23日（月）午前12：00 ～ 2018年7月18日（水）午前11：59 いずれも日本時間

※ 応募状況により、インタビュー（面接）前に抽選を行う可能性があります。抽選を行った場合、当選された方のみにインタビューのご案内をさせていただきます。

活動決定

活動別研修

希望活動日

スケジュール

応募からラグビーワールドカップ2019™日本大会まで

公式ボランティアサイトで日程調整を行っていただきます。※メールにてご案内させていただきます。
■ 公式ボランティアサイトにて、インタビュー（面接）希望会場と日程をご登録ください。
※申し込みは、先着順となります。
■ 活動を希望される開催都市でのインタビューを推奨いたしますが、他の会場におけるインタビューへ
のお申込みも可能です。
■ 最終的なインタビュー詳細日時は、大会運営者にて決定後、2018年8月上旬以降～中旬に公式ボラ
ンティアサイトにて通知いたします。

12開催都市でインタビューを実施いたします。
■ インタビューへの参加は必須です。
※開催日程や会場につきましては、20ページをご覧ください
■ なお、当日はインタビューだけでなく、ラグビーワールドカップの特別な雰囲気を味わっていただける
企画を用意させていただく予定です。

公式ボランティアサイトで、インタビュー結果をご連絡させていただきます。
※インタビュー結果や選考基準に関するお問い合わせにはお答えできません。あらかじめ、ご了承ください。

■ 順次、共通研修にご参加いただきます。※詳細は追ってご連絡させていただきます。
■ 公式ボランティアサイトにて、共通研修の日程をご登録いただきます。
■ 研修には、必ず応募者本人がご参加ください。

公式ボランティアサイトでボランティアの皆さまへ各開催都市のボランティア活動日をご案内し、参加
可能日の確認をさせていただきます。

活動決定（活動日、活動エリア、活動内容等）活動内容、配置に関しては、応募時やインタビューでの
情報をもとに、運営主催者にて決定いたします。

■ 活動別研修の参加は必須です。
■ 活動別研修は、活動内容ごと、活動エリアごとに実施いたします。
■ 会場、スケジュール等詳細は、活動決定後にお知らせいたします。
※公式ボランティアサイトにて、複数日から選択していただく予定です。
ユニフォーム提供
■ ユニフォームは全ての研修が終了した後に提供します。
■ ユニフォーム提供後にボランティア活動ができなくなった場合、また活動当日に欠席した場合は、ユ
ニフォームを返還いただきます。返還時の発送費等含む諸費用は、ご本人様にてご負担いただきます。
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スケジュール

応募手続きの流れ

● 大会ウェブサイトよりご応募いただきます。
● パソコンまたはスマートフォンからご応募いただけます。
● 応募者1名につき、１つのメールアドレスをご用意いただく必要がございます。

A プロフィール登録をしていただきます。
下記、項目が必要となります。

C 活動を希望する開催都市を1箇所選択していただきま
す。複数の開催都市で活動可能な方は、上記選択後に表
示される項目で追加2箇所まで登録できます。
※必須ではありません。また、ご登録いただいたことで、複数開催都
市での活動をお約束するものではありません。なお、複数の開催都市
でご活動いただく場合も、交通費は自己負担となります。

B マイページログイン画面からログインしていただきます。

D マイページログイン画面からログイン後、面接を受けて
いただく会場および日程（午前/午後）を選択していただ
きます。
※受付はお申込順となります。定員となった会場及び日程は表示され
ませんのであらかじめ、ご了承ください。

①氏名
②生年月日
③性別
④住所
⑤メールアドレス

⑥パスワード
⑦電話番号（自宅/携帯）
⑧電話番号（緊急連絡先）
⑨氏名（緊急連絡先）
※プロフィール画像登録、メモ欄の入力は不要です

2018年4月23日(月)より、大会ウェブサイトよりお申込みください。
申込用URL www.rugbyworldcup.com/volunteers

申込前に

応募 研修 本番抽選 採否通知 最終案内

※応募状況により実施

※応募状況により実施

※画面イメージは多少変更となる場合があります

▼希望開催都市選択画面

▼プロフィール登録画面

▼大会公式ウェブサイト画面

▼面接会場日時選択画面

▼ログイン画面

プロフィール
登録A

B

C

D

希望開催都市
選択

インタビュー会場
日時選択

ログイン

抽選

（面接）
インタビュー
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スケジュール

インタビュー（面接）について

ご応募いただいた方には、2018年7月末以降に
インタビュー（面接）のご案内をさせていただき
ます。※なお、応募状況により、抽選を行う可能性がござ
います。抽選を行った場合、インタビューのご案内は抽選
に当選された方のみとなります。
インタビューの会場および日程の調整につきま
しては、公式ボランティアサイトで行っていただ
きます。※先着順となります。
インタビューへの参加は必須です。万が一、イン
タビューにご参加いただけない場合、ボランティ
アプログラムへの参加を辞退されたものとなり
ますので、あらかじめご了承ください。なお、イ
ンタビュー日程は右記のとおりとなります。

なお、応募状況により、インタビュー会場・日程が変更となる場合があります。
また、活動を希望される開催都市でのインタビューを推奨いたしますが、他の会場へのお申込みも可能です。

インタビュー日程

応募 研修 本番抽選 採否通知 最終案内

※応募状況により実施

■ 選考方法
　 5名～10名でのグループワーク（約30分）
■ 全所要時間
    約90分（予定）※オリエンテーション等含む
■ インタビュー時にご準備いただくもの
  ・本人確認書類（顔写真付き）
     本人確認書類の例：免許証、学生証、パスポート、
     マイナンバーカード など
  ・ボランティア参加誓約書
  ・保護者同意書（未成年の方）

※この他、追加でご準備いただく可能性がございます。
※ボランティア参加誓約書と保護者同意書の書式に
　つきましては別途ご案内致します。
　詳しくはインタビューのご案内（2018年7月末以降を予定）
　をご覧ください。

インタビューの内容

（面接）
インタビュー

開催都市

東京都

大阪府・東大阪市

岩手県・釜石市

大分県

福岡県・福岡市

愛知県・豊田市

熊本県・熊本市

神奈川県・横浜市

埼玉県・熊谷市

静岡県

神戸市

札幌市

インタビュー会場

調整中（東京都内）

東大阪市立総合
体育館

釜石市民ホール

コンパルホール

福岡市民体育館

スカイホール豊田

熊本市総合体育館
・青年会館

横浜文化体育館

彩の国くまがやドーム
体育館

エコパサブアリーナ

デザイン・クリエイティブ
センター神戸

札幌国際交流館

開催日程

2018/12/17 月
2018/12/18 火

2018/8/31 金

2018/9/7 金

2018/9/28 金

2018/9/1 土
2018/9/2 日

2018/9/8 土

2018/9/30 日

2018/9/16 日
2018/9/22 土
2018/9/23 日

2018/9/29 土

2018/9/14 金
2018/9/15 土

2018/9/24 祝・月

2018/10/12 金
2018/10/13 土
2018/10/14 日

2018/11/30 金
2018/12/1 土
2018/12/2 日

2018/11/23 祝・金
2018/11/24 土
2018/11/25 日

2018/11/16 金
2018/11/17 土

2018/12/14 金
2018/12/15 土
2018/12/16 日

2018/11/18 日

2018/10/21 日

2018/9/9 日

2018/11/9 金
2018/11/10 土
2018/11/11 日

2018/10/19 金
2018/10/20 土
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スケジュール

応募
（面接）
インタビュー 研修 本番抽選 採否通知 最終案内

※応募状況により実施

研修について

正式に大会ボランティアとして採用させていただいた皆さまへは、2019年１月以降に公式ボランティアサイトにて
研修に関するご案内をさせていただきます。研修につきましては、一部をのぞき、必ずご参加いただく必要がござ
います。（詳細は追ってご案内させていただきます。）大会運営者が「必須」として指定した研修へご参加いただけ
ない場合、ボランティアプログラムへの参加を辞退されたものとなりますので、あらかじめご了承ください。

共通研修

2019年1月以降～
下記の内容を予定しております。
・ラグビーワールドカップとは？
・大会ボランティアの役割
・活動していただく開催都市の魅力
・チームビルディング

E-learning
【必須】

共通研修の一環として、E-learningで内容
を振り返っていただきます。
E-learningの受講は必須となります。
※共通研修にご参加いただけなかった方
も、E-learningは受講していただく必要が
ございます。

活動別研修
【必須】

活動していただく日時や場所、内容が決定
した後、ご参加いただく活動について学ぶ
活動別研修にご参加いただきます。
活動別研修への参加は必須となります。

３つの研修
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お問い合わせ先

ご不明点がある場合

ボランティアプログラムコールセンター

電話番号　03-4405-6225
受付時間　午前10時 ～ 午後6時（土・日・祝日を除きます。）

メールアドレス　info_vot@japanrugby2019.or.jp
受付時間　　　365日24時間対応

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

募集期間中のラグビーワールドカップ2019™日本大会 公式ボランティアプログラムに関する
お問い合わせは、下記のコールセンターへお願いいたします。

※なお、お問い合わせ内容により、ご回答にお時間をいただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

TM ⓒ Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.
ラグビーワールドカップ2019™日本大会 公式ボランティアプログラム「NO-SIDE」

Originator：ラグビーワールドカップ2019組織委員会
Editor：Kushi Nanako－22－


