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長崎県中学生選抜チーム 

スコットランド遠征に対するご支援（記念ポロシャツ販売）のお願い 
 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より当協会の諸事業に格別のご支援、ご協力を賜り衷心より感謝申し上げます。 

さて、日本で開催されるラグビーワールドカップ２０１９において、本県へのキャンプ地誘致を

実現するために、昨年より行政・議会・地元経済界、スポーツ団体等とスクラムを組み、誘致活動

を進めて参りましたところ、平成２７年１２月にスコットランドラグビー協会より「長崎市で準備

キャンプを実施する」との承諾をいただきました。 

その結果、他県に先駆け、本県においては早くもスコットランドとの国際交流事業をスタートさ

せ、本年６月下旬にはラグビー・スコットランド代表のコーチ・選手に来崎いただき、小中高校生

対象にラグビー・クリニックを開催することになっております。また８月には、長崎県内の中学生

選抜チーム（選手２４名）のスコットランド遠征を実施する予定です。 

２事業とも長崎市の財源を利用いたしますが、スコットランド遠征におきましては、長崎市以外

に住民登録されている選手は補助対象外となっております。当協会では本遠征事業に長崎市以外の

中学生もぜひ参加させたいと考えておりますが、当協会の財源、募金活動などではまかないきれな

い状況です。そこで、交流記念ポロシャツを作成し、その売り上げの一部を遠征費に充てさせてい

ただきたく、計画しています。 

つきましては、本県ラグビーフットボール競技の発展と、青少年の健全な育成を図るため、ご厚

情を賜りたく、格段のご支援をよろしくお願い申し上げます。 

敬 具 

 

 

■本件のお問い合わせ                

長崎県ラグビーフットボール協会 中学委員長 二見 玲雄 

TEL Mobile 090-9793-1325 

  



（別紙１） 

長崎県 U15 スコットランド遠征事業の内容 

  

 主 催：長崎市・長崎県ラグビーフットボール協会 

 

 （１）概要  長崎県内の中学生ラガーマン（U15）をスコットランドに派遣し、現地 

  スコットランド地域代表 U15 との合同練習、交流試合を開催する。 

 

（２）派遣メンバー 

        中学生 24 人、引率者 3 人、通訳 1 人、添乗員 1 人  計 29 人 

         選手：長崎市：１５名・長崎市以外９名 

         団長：（兼ドクター）衛藤会長／総務：二見中学委員長 

         監督：江添監督／コーチ兼添乗員：藤岡コーチ／通訳：香川淳一 

  

  （３）派遣期間  2016 年 8 月１9 日～２６日 6 泊 8 日 

 

1 日目 長崎空港発⇒羽田空港⇒ヒースロー経由⇒エジンバラ空港    （ホテル泊） 

2 日目 合同練習（エジンバラアカデミー）              （ホテル泊） 

3 日目 合同練習＆試合観戦（U-15,U-16,U-19）               （ホームステイ） 

4 日目 フリー（ホストファミリーとの交流）                     （ホームステイ） 

5 日目 交流試合、長崎市公式訪問団との合流、歓迎レセプション   （ホテル泊） 

6 日目 合同練習、市内施設見学  エジンバラ空港⇒ヒースロー空港（ロンドン泊） 

7 日目 ロンドン市内見学、ヒースロー空港 ⇒            （機内泊） 

8 日目 ⇒ 羽田空港 ⇒ 長崎空港 

 

（４）概算費用 

JAL＆ブリティッシュ・エアウェイズ エジンバラ行 往復航空券（エコノミー） ２６３，０００円 

羽田空港施設使用料・現地出入国税・燃油サーチャージ                           ４７，５７０円 

宿泊費：Chancellor's Court, Edinburgh 2 名 1 室利用 朝食付４泊            ６４，０００円 

現地食事費 昼食 5 回 夕食 4回 （ホームステイ・機内食除く）                ４１，５００円 

現地交通費 大型バス利用（６日間／１名あたりの負担額）                       ３２，０００円 

１名あたりの合計旅費                                                       ４４８，０７０円 

うち自己負担額                                                             １００，０００円 

※ 長崎市住民登録者は３４８，０７０円を長崎市が補助 

 

現在、長崎市以外の住民登録者９名の旅費等資金（約３２０万円）が不足している状況で

す。 

何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



（別紙２） 

記念ポロシャツの内容（※デザインはイメージです。協賛企業名が入ることもあります。） 

 

＜ネイビー＞              ＜ホワイト＞ 

 

※左胸に交流記念ロゴ（↓）が入ります。 

＜交流記念ロゴについて＞ 

ラグビーポールの上に長崎県協会の龍のマーク。

ポールには，スコットランドの国旗と長崎市旗を

掲げ、２０１９年まで長く着用できるデザイン。 

 ラグビー関係者はもちろんのこと、関係者以外

の方も含め，多くの方に愛用いただき，「ＮＡＧＡ

ＳＡＫＩ ＲＵＧＢＹ」の普及をしていただきた

いと思います。 

 

＜販売価格＞ １枚 \３，０００（税込） 

＜サイズ＞  130／140／150／SS／S／M／Ｌ／ＬＬ／３Ｌ／４Ｌ／５Ｌ 

＜注文方法＞  担当：二見まで下記の方法でお願いします。期日７月１０日（日）まで 

メール（19810907reo@gmail.com）またはＦＡＸ（095-811-7152） 

＜必要事項＞ ・ご注文いただいた方の名前 

・ご注文いただいた方の連絡先（住所・電話番号） 

       ・ご注文いただくポロシャツの種類，サイズ，枚数 

       ・お支払い方法（現金 または 振込み） 

mailto:19810907reo@gmail.com）またはＦＡＸ


（別紙３） 

記念ポロシャツ注文表 

ＦＡＸ番号 

095-811-7152 

 

ご注文いただく方の氏名 氏名（         ）団体名（         ） 

住所  

        電話番号  

ポロシャツの色 ネイビー  計（   ）枚 ホワイト  計（   ）枚 

サイズ 

130     …（  ）枚 

140     …（  ）枚 

150     …（  ）枚 

SS  (157cm) …（  ）枚 

S  (163cm) …（  ）枚 

M  (170cm) …（  ）枚 

Ｌ  (179cm) …（  ）枚 

ＬＬ (181cm) …（  ）枚 

３Ｌ (183cm) …（  ）枚 

４Ｌ (186cm) …（  ）枚 

５Ｌ (189cm) …（  ）枚 

 

※ cm は目安です 

130     …（  ）枚 

140     …（  ）枚 

150     …（  ）枚 

SS  (157cm) …（  ）枚 

S  (163cm) …（  ）枚 

M  (170cm) …（  ）枚 

Ｌ  (179cm) …（  ）枚 

ＬＬ (181cm) …（  ）枚 

３Ｌ (183cm) …（  ）枚 

４Ｌ (186cm) …（  ）枚 

５Ｌ (189cm) …（  ）枚 

 

※ cm は目安です 

合計金額 ３０００円×（    ）枚＝（        ）円 

お支払い方法 現金支払い ・ お振込み 

締切：７月１０日（日）  お渡し：７月下旬予定 

 

■お振込み先    長崎銀行 長与支店 普通預金 ２０６４８９７ フタミレオ 

  ※請求書・領収書が必要な方は下記までお問い合わせください。 

 

■本件のお問い合わせ     長崎県ラグビーフットボール協会 中学委員長 二見 玲雄 

TEL Mobile 090-9793-1325 

 


