大会マスコットと共に
準備活動をする加藤氏
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近づくラグビー

ワー ルドカップ

2019
日本大会

組織委 加藤千裕氏は

中大 OG
開催大成功へ 連日フル回転
お会いしてすぐ鮮やかなネイルアートに目を奪われた。
ラグビー日本代表の
ジャージーや桜をモチーフにしたものだという。中央大学卒業生の加藤千裕氏
が、公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会で大会成功に向けた
準備活動を展開している。
学生記者

宮田詩織（法学部４年）
マスコットは獅子をイメージして、

アジア初開催となる日本大会は

種イベントの運営補助。海外メディ

今年９月20日、
日本―ロシア戦で開

アを含めた取材対応など。大会マー

幕する
（東京スタジアム＝東京都調

ク入りのポロシャツを着て東奔西走

呼ばれる。白い髪が親の「レン」
で、

布市）。

する毎日だ。

赤い髪が子どもの
「ジー」。若い人や

「レンジ―」
（ 英語表記・Ren-G)と

女性にラグビーをアピールするため

全国12会場で全48試合が行わ

前述のネイルアートは広報・PＲ

れ、決勝の11月２日まで開催期間

を兼ねている。気付いた人がそれは

は44日間に及ぶ。

何ですか？ といった会話からラグ

「ラグビーに詳しいわけではあり

ビーに興味を持ってもらえるきっか

ません。ルールなどを勉強しつつ、

けになれば、
とのことだった。

ラグビーをよく知らない人の目線に

自治体と大会組織委員会は、全会
場を満員にしようと懸命の努力を続
けている。

大会１年前には日本大会公式マ

加藤氏のオフィスは東京スタジア

スコット、
「レン」
と
「ジー」のネイル

ム隣接の組織委員会東京地域支部。

アートを実施。昨年11月11日に公

主任としてチケッティング・マー

式アカウントで 紹 介され 、ツイッ

ケティングを担当。大学や駅などへ

ター・インスタグラムで展開されて

大会ポスターや映像の掲示依頼。各

いる。

には、
うってつけのよう。

立つことも心掛けています」
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中大卒業後、
東京都庁へ

通してスポーツが好きだった。
希望部署に異動するためには
「主
任試験合格」が大きな条件。受験有

中大法学部卒業後、東京都庁に
入った。
ラグビーワー ルドカップ 2019
組織委員会に従事するようになった
のは出向人事によるものだ。
社会人１年目に2020年東京五
輪・パラリンピック開催が決定、ス

資格の５年目に願いが叶えられ 、

挑戦しているということを知り、魅力
を感じました」
入庁後は主税局に配属され、
「税

オリンピック・パラリンピック準 備

金の重みを知りましたね。出先事務

局へ。

所では納税者と話す機会もあり、都

ところが、2020オリ・パラ希望は

職員としての基礎を叩きこまれまし

ラグビーの楕円のような動きを見せ

た 」。ここで ５ 年 間 、税 金と 向 き

て、
ラグビーワールドカップ2019日

合った。

本大会の準備に変わった。
現在勤務する組織委には出向者

ポーツ関連部署で働きたいという
気持ちがより強まった。

種多様な業務があり、様々な課題に

東京都庁を志望するきっかけは、

が多い。国家公務員、地方公務員、

学生時代は硬式テニスサークル

たまたま参 加したという都 庁セミ

警察官、チケット販売業、旅行代理

に所属。学内のテニスサークルが集

ナーだった。当時は石原慎太郎知

店、食品メーカーなど。全員が担当

う
「白門庭球同好会連盟」の代表メ

事。

部門のスペシャリストである。

ンバーとして、他大学の代表とも対

「公務員というと窓口業務が中心

「民間企業の方と公務員では、仕

戦した。小学生から始めたテニスを

のイメージでしたが、セミナーで多

事の進め方が違う部分もあり苦労す

ニュージーランド戦を前に整列する日本フィフティーン。2019年ラグビーワールドカップの開幕戦会場に大勢の観客が集まった
（2018年11月３日 写真提供＝共同通信社）
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最後に大会の見どころについて

ることもありますが、都庁職員以外

聞いてみた。

の方と交流できて得るものも多いで

「大会時の盛り上がりには期待大

す」

です。いろいろな国の人が、応援す

大会成功を目指してスペシャリス

るチームのユニホームを着てスタ

ト集団が持ち前の力を発揮する。

ジアムに流れ込む、
その熱気を感じ

加藤氏は大会ポスターのコピー、

てほしいと思います」

『４年に一度じゃない。一生に一度
だ。』を見ながら、
「 私もそれを感じ

日 本で 開 催される国 際 的 なス

て仕事をしています。悔いなくやり

ポーツの祭典。ぜひ試合会場に足

たい。大会本番で、やりがいと達成

を運び、熱気を感じてみたい。

感を噛みしめたい」
という。

■出場チーム組み合わせ (

)内数字は最新の世界ランキング
（2019年2月18日現在）

プール
A

アイルランド
（２）
スコットランド
（7）
日本（11）
ロシア
（19）
サモア
（16）

プール
B

ニュージーランド
（１）
南アフリカ
（5）
イタリア
（15）
ナミビア
（22）
カナダ
（21）

初心者に優しい
ラグビー
国内で行われるラグビー・トッ
プリーグの 試 合では 、大 型ビ
ジョンに初心者向けのルール解
説などが表示されている。
「試合

プール
C

イングランド
（3）
フランス
（10）
アルゼンチン
（９）
米国（13）
トンガ
（14）

プール
D

オーストラリア
（6）
ウェールズ
（4）
ジョージア
（12）
フィジー（8）
ウルグアイ
（17）

を見てみたいけど、ルールが分
からないから…」という人だっ
て、
ビジョンがサポートしてくれ
そうだ。
「ラグビーは初心者に優
しい」
と加藤氏はいう。

■日本代表の試合
試合日

対戦相手

会

スタジアムに入った

場

９・20
（金）

ロシア

調布市
（東京都）

加藤氏には、大会会場となる

９・28
（土）

アイルランド

袋井市
（静岡県）

スタジアムの視察や使用調整と

10・ ５
（土）

サモア

豊田市
（愛知県）

いった仕事もある。
「普段は入れ

10・13（日）

スコットランド

横浜市
（神奈川県）

ない」
と感激したそうだ。

休日が仕事になる！？
休日はテニスやスポーツ観戦
で楽しむ加藤氏。巨人ファンで

၂ୠষࡥ

東京ドーム、神宮球場へよく行く
そうだ。
また、野球以外のスポー

取材に向かうときも取材から

全国12都市で48試合が開催

帰ってくるときも、東京スタジアム

されるため、たくさんのポスター

の最寄り駅である京王線飛田給

が各所にあるはずだ。意識しない

駅を利用したが、帰りに初めて気

と見逃してしまうかもしれないが、

がついた。駅構内にラグビーワー

ポスターなどをぜひ探してみてほ

ルドカップ2019日本大会のポス

しい。
（宮田）

ターが貼ってあるではないか。
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ツ観戦やコンサート、
ライブにも
足を運ぶ。
行く先々で目に留まるのは
「会場入りするお客さんの誘導
方法やグッズ販売状況ですね」。
休日が仕事モードになってしま
う。

