
★ あちぃぞＲＵＧＢＹ！２０１９ in熊谷うちわ祭７／２１（日）本番 詳細・スケジュール ① ★

●１２時から１２時３０分までにコミュニティ広場に集合ください。

●昼食からのスケージュールですので、集合前に食事等を済ませて

ご参加ください。

●当日含め、ご欠席・集合への遅れなどがある場合は、必ず下記連絡

先へご連絡ください。

TEL 岸澤

●荒天の場合は、中止致します。

※中止のご連絡は１０時に判断します。岸澤より各団体代表者に

ご連絡致します。

【受付、集合、当日の連絡先について】

場所：コミュニティ広場

●荷物がある方はご利用ください。

１２：００には、控え室を施錠しますのでご注意ください。

●鍵は施錠して参りますが、貴重品など気になる方は、
ご自身でご携帯ください。

●コミュニティ広場テントブースでも荷物、リュック等はお
預かりします。

●控室は有りませんので、パレードに出れる服装でお越
しください。

【荷物の預かり場所について】

場所：熊谷商工会館２－１

７/２１（日）パレード本番スケジュール

地図

時刻 内容 場所

12:00

12:30

13:00

受付開始（12:30迄）
準備・着替え等

コミュニティ広場

着ぐるみ準備
ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ確認、写真撮影

コミュニティ広場

集合【時間厳守】

パレード開始
※スタッフの誘導に従って
速やかにＲ１７へ移動
※フォーメーションを固める
※パレード開始
※リーダーに呼応する形で行進
※Ｒ１７左側通行で行進
※鎌倉町交差点でＵターン

13:50 市役所入口前交差点通過
小学生任意解散
※コミュニティ広場パレードテント
で飲料配布

★休憩場所は
各自自由

14:50

パフォーマンス開始
※市役所入口交差点にて
高校生パフォーマンス
アルカス熊谷
パナソニックワイルドナイツ
元日本代表選手
RWC2019PR
各マイクパフォーマンス
スタッフ道路警備

15:55

終了
あいさつ

17:00

参加者に飲み物配布

16:25

コミュニティ広場到着
パレード終了
小中学生解散
参加記念品配布

コミュニティ広場

コミュニティ広場

12:50 パレードスタート準備

市役所前入口交差点

◆集合場所 コミュニティ広場

コミュニティ広場

【 パレード説明について】１２：３０～

場所：コミュニティ広場内

●１２：３０から参加者全体説明を行います。

●各チーム責任者が集合させ、コミュニティ広場内に必ず時間
厳守でお集まりください。

●事前説明が終わり次第、全体写真撮影、パレードとなりま
すのでトイレ等は集合前に済ませてください。

国道17号
市役所前入口交差点

13:25

14:20

鎌倉町交差点Uターン

銀座一丁目交差点Uターン

完全撤収



●車で来られる方は道中、駐車場共に混雑が予想されます。安全の為、早めの出発を心がけてください。

●自転車で来られる方は盗難にあわないよう必ず鍵をしてください。

●熱中症にならないように各自で帽子・保冷剤用意などの対策をお願いします。

●各集合時間に参加者が場所を離れる場合はスタッフに確認をお願いします。

●忘れ物・遺失物の責任は負いませんのでご了承ください。

●特に、（集合場所）コミュニティ広場での禁止事項は、必ずお守りくださいますようご協力お願い致します。

◆ゴミの放置、喫煙場所はお守りください。

●パレード参加者の集合場所「コミュニティ広場」には、１２：５０までに入ります。

その後、団体ごとに整列し、随時パレード入り口へ移動します。

●コミュニティ広場専用テントブースで荷物がある方はお預かりします。

●パレードコースは、コミュニティ広場を右に出て、鎌倉町交差点で折り返し、市役所前入口交差点通過

その後、銀座1丁目交差点まで直進、折り返し市役所前入口交差点到着となります。

●小学生は任意で最初の折り返しコミュニティ広場近くに帰ってきたら休憩をして下さい。

●各チームでポイントごとにパフォーマンス披露をしていただきます。（各チームで事前にパフォーマンスを決めてきてください。）

チーム代表の方はパーフォーマンス場所の確認をお願いします。

●集合、移動、パレード中を含め、警察の指示を最優先に、スタッフの指示に従ってください。

また、何かトラブルがあった場合は、お近くのスタッフにお知らせください。

●パレード終了は１４：４０を予定しております。その後、小学生・中学生は解散となります。

（テントにて飲み物が用意してあります。）

【コミュニティ広場ブースについて】

●コミュニティ広場内にラグビーパレード専用ブースがございます。

●荷物等はブースでお預かりいたします。（貴重品は各自でお願いします。）

●テント内でＲＷＣ２０１９ブース、スクマムコーナーがあります。

●参加者にはパレード終了後にテントで飲料、参加記念品をお配りいたします。

【うちわでパフォーマンスについて】１５：５５～ 場所：市役所入口前交差点

●１５：５５から市役所前入口交差点にてうちわでパフォーマンスにてラグビーパフォーマンスを行います。参加をお願いしている

チームは１５：４５までにコミュニティー広場に再度お集まりください。

●１５：５５からパフォーマンスでは高校生・立正大学生のラグビーパフォーマンス、その後元日本代表選手・アルカスクイーン

熊谷・パナソニック ワイルドナイツのマイクパフォーマンスを行います。

高校生、立正大学生は事前にパフォーマンスを決めてきてください。

また、解散になったチームも是非ご覧になってください。

★ あちぃぞＲＵＧＢＹ！２０１９ in熊谷うちわ祭７／２１（日）本番 詳細・スケジュール ② ★

【注意事項】

【 パレード本番について】１３：００～ 集合場所：コミュニティー広場

体調の悪くなった方は無理せずスタッフにお申し付けください。
また、急な用事等で帰られる際はお近くのスタッフに申し出ください。



さあ！パレード本番！！
ラグビーをまだ知らないお客様に

ラグビーの魅力をアピールしていきましょう★
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各アピールタイムでのパフォーマンス各チームパレード並び順

⚫ パレード中、各チームにパフォーマンスをしていただきます。

※左②～⑥の高校・中学・社会人チーム

チームアピール時間に何をするか、事前に決めてきてください。

⚫ 沿道の一般の方にパフォーマンスがよく見えるように、パフォー
マンス中以外のチームはその場で座って待機してください。

⚫ キッズをリフトアップするパフォーマンスがございます。
高校生・社会人・大学生のチームは積極的にキッズの子に
声をかけ、多くの子にリフトをしてあげましょう！

また、リフトアップする際、安全を考慮し、１人子供に必ず
２人以上で対応するようお願いします。

⚫ 行進中、各チームパフォーマンス以外は声掛けを続けますの
でみんなでがんばりましょう！

本番では、コールリーダーの指示で行動します！

★当日用意する物
・各チームのアピールできるもの

（ボール、ミッド、チーム旗等）

・大きいジャグ・やかん

（暑さ対策で水をまきながら歩きます）

※その他演出に必要なものはチームごとにご準備ください。

※横断幕２種類を各列先頭に配置します。

慣れるまでスタッフがある程度コントロールします

進行方向

沿道側

パレード・イメージ

★ あちぃぞＲＵＧＢＹ！２０１９in熊谷うちわ祭７／２１（日）本番 詳細・スケジュール ③ ★

２
０
１
９
Ｗ
杯
告
知
幕

立正大学（クリーンアップ作戦）

① アルカスクイーン熊谷

元日本代表選手・パナソニック選手

② 熊谷不惑倶楽部

熊谷ラグビースクール

③ 熊谷工業高校

熊谷ラグビースクール

④ 中学校ラグビーチーム

⑤ 熊谷高校

熊谷ラグビースクール

⑥ 進修館高校

熊谷ラグビースクール

⑦ 立正大学（クリーンアップ作戦）

各チームアルカス選手

パナソニック選手

元日本代表選手



パレード集合 → コミュニティ広場パレード専用テントブース

地図

ラグビーパレード

うちわでパフォーマンス

【チームパフォーマンス箇所・タイムスケジュール】

13:00 スタート

13:05 ①奈良中学校

13:15 ②富士見中学校

13:25 ◎全員でリフト（KRS） 鎌倉町交差点

13:30 ③大幡中学校

13:40 ④吉岡中学校

13:50 ◎全員でリフト（KRS） 市役所前入口交差点

14:00 ⑤熊谷東中学校

14:10 ⑥進修館高校

14:20 ⑦熊惑倶楽部

14:25 ◎全員でリフト（KRS） 銀座1丁目交差点（ウェルフェア会場）

①
13：05

奈良中

大幡中
13:30

③

◎
13：25

鎌倉町交差点 吉岡中
13：40

④

熊谷東中
14:00

⑤パレードスタート

13：00

銀座1丁目交差点
14:25

◎

【うちわでパフォーマンスタイムスケジュール（30分）】

15:55 熊谷高校ラグビーパフォーマンス

熊谷工業高校ラグビーパフォーマンス

立正大学ラグビーパフォーマンス

16:10 ARUKAS QUEEN KUMAGAYAマイクパフォーマンス

16:15 元日本代表・パナソニック選手マイクパフォーマンス

16:25 終了

②
13：15

富士見中

うちわでパフォーマンス位置図

13:50

◎

進修館高校
14:10

⑥

⑦
14:20

熊惑クラブ


