
NO.1 迷惑通信 4 月号

行事予定
日付 曜日 年代 内容 KO時間 場所 対戦相手 服装 備考

4月9-10日 土日 全 第68回三惑対抗 11:30/11:00 グローバルアリーナ 不惑/惑惑クラブ 正装 ファンクションあり

4月24日 日 全 東惑クラブ定期戦 13:00 名古屋市・瑞穂ラグビー場 名古屋東惑クラブ 自由 前夜祭あり/AFCなし

5月1日 月 紺以上 熊惑クラブ定期戦 13:00 熊本県民総合運動公園 熊惑クラブ 正装 ファンクション/バス

5月15日 日 全 佐賀三惑大会 11:00 佐賀市健康運動センター 惑葉/当惑クラブ 自由 ファンクションなし

6月4-5日 土日 全 第41回九州惑大会 14:00/9:00 北九州市・本城競技場 未定 正装 前夜祭/AFCあり

6月19日 日 赤以上 親善試合 14:00 京都市・吉祥院運動公園 京都シニアまいこクラブ 未定 前夜祭予定

6月26日 日 全 維新杯ラグビー大会 未定 山口市・維新公園 山惑/惑染クラブ 未定 詳細は調整中

8月27-28日 土日 全 クラブ総会＆夏合宿 未定 グローバルアリーナ ― 自由 懇親会/宿泊

R5年9月16日 土 全 国際交流試合（フランス） 未定 エクサンプロヴァンス Aix Baabaas 正装 9/17はRWC観戦

※出欠回答期限：東惑クラブ定期戦は4月15日（金）、その他は4月24日（日）まで（九州惑大会は参加意向で可）

【お知らせ①：2023年フランス遠征参加申込み】

来年9月に予定しているフランス遠征（国際交流試合＆ワールドカップ観戦）の申込み受付を開始します。

参加希望者は同時配信の「迷惑通信・特別号（フランス遠征参加申込み）」の内容を確認して、各自で申込み手続きを

行ってください。　申込み期限：4月28日（木）

【お知らせ②：年会費納入のお願い（令和4年度）】

令和4年度の年会費を納入してください。金額は以下のとおりです。　期限：6月30日（木）

　　福岡県内の居住者：12,000円　　　　　　　　　福岡県以外の九州および山口県の居住者：10,000円

　　九州・山口県以外の居住者：6,000円　　　　　40歳代（数え年）かつ他クラブでの協会登録者：3,000円

振込先：西日本シティ銀行　惣利（ソウリ）支店　　普通　0147201　　迷惑ラグビー俱楽部　会長　弥重文朗　　

Qネット（年会費自動引き落とし）登録者は5月6日（金）に引き落とされますので、指定口座の残高確認をお願いします。

【お知らせ③：スポーツ安全保険に関するお問合せ】

内容の確認や加入に関する問合せ：保険担当　藤野幹事＜080-1750-7055＞

【今後の試合スケジュール】

現時点での試合予定は記載の通りですが、今後の新型コロナの感染状況によっては、延期（または中止）の可能性が

ありますので、「迷惑通信」、ホームページならびに各パンツ連絡網を必ず確認してください。

【第68回三惑対抗ラグビーフットボール大会】　全（黄以上/赤/紺/白）

　　日時：令和4年4月9日（土）～10日（日）　　 　場所：グローバルアリーナ （天然芝）

　　参加費：@3,000円 （大会パンフレット/記念バッヂ/グランド使用料等の試合運営費）

　　スケジュール（第1日）：4月9日（土）　10:00受付開始 （スタジアム入口）

　　　【スタジアム】 　【トラック＆フィールド】

　　　11:30-12:05 黄（15分×2） 迷惑vs惑惑

　　　12:20-13:05 赤（20分×2） 迷惑vs惑惑 　12:20-12:55 黄（15分×2） 不惑vs惑惑

　　　13:20-13:55 黄（15分×2） 迷惑vs不惑 　13:10-13:55 赤（20分×2） 不惑vs惑惑

　　　14:10-14:55 赤（20分×2） 迷惑vs不惑 　14:10-14:25 over75（15分×1） 東西対抗 

　　　【レストラン・ノーサイド】

　　　15:30-17:00 交流会　参加費：男性＠5,000円、女性@2,000円

　　スケジュール（第2日）：4月10日（日）　10:00受付開始 （スタジアム入口）

　　　【スタジアム】 　【トラック＆フィールド】

　　　11:00-11:55 紺（25分×2） 迷惑vs不惑 　11:00-11:55 白（25分×2） 不惑vs惑惑

　　　12:00-12:55 白（25分×2） 迷惑vs惑惑 　12:00-13:55 赤以上 交流試合

　　　13:00-13:55 紺（25分×2） 迷惑vs惑惑 　　　　　　　　　　　※組合せは当日決定

　　　14:00-14:55 白（25分×2） 迷惑vs不惑 　14:00-14:55 紺（25分×2） 不惑vs惑惑 

　　　【レストラン・ノーサイド】

　　　15:30-17:00 交流会　参加費：男性＠5,000円、女性@2,000円

　　ロッカー：スタジアム（1F本部）およびクラブハウス（更衣室②および③）

　　宿泊：大部屋（ロッジH棟）またはツイン・シングル（クラブハウスまたはロッジA棟）

　　　　　　　大部屋（二段ベッド） @6,100円　ツイン @8,500円　シングル @10,300円

　　　　　　　※いずれも消費税・宿泊税・朝食込み

　　　　　　　※「宗像 泊まってんキャンペーン」の宿泊券は利用できます。

　　　　　　　　 また、「地域クーポン券」は交流会参加費として利用できますので、既に振込み済みの場合は当日、現金と

　　　　　　　　 引き換えます。

　　バス：JR赤間駅⇔グローバルアリーナ　　　 ※運賃は無料/運行ダイヤは両日とも同一

JR赤間駅南口発：8:30、9:00、9:30、10:00、10:30　 グローバル発    ：15:30、17:15　

令和4年4月5日

集合はKO時間の１時間前



【定期戦：名古屋東惑クラブ】　全（黄以上/赤/紺/白）

　　日時：令和4年4月24日（日）

　　場所：名古屋市・パロマ瑞穂ラグビー場 （天然芝）

    試合：黄主体（15分×2） 13:00-13:35 赤主体（15分×2） 13:40-14:15

           紺主体（20分×2） 14:20-15:05 白主体（20分×2） 15:10-15:55

　　前夜祭：4月23日（土）18:30-20:30　名古屋市中区 「餃子王・錦店」　参加費@3,000円

　　ファンクション：なし

　　注意：コロナ対策のため、グランド入場は13:00　（練習はサブグランド）

　　備考：交通・宿泊を個人手配しない場合はハッピートラベル社にて受け付けます。

　　　　　　希望者は遠征担当・川越幹事へ依頼してください。＜TEL：090-1922-1311＞

旅程：4/23（土）　博多 11:39→小倉 11:55→名古屋 14:58　　宿泊：東京第一ホテル錦または同等クラス

　　　 4/24（日）　名古屋 18:32→小倉 21:35→博多 21:52

代金：@41,000円 （博多発着・1泊朝食付き）

【定期戦：熊惑クラブ】　紺以上（黄以上/赤/紺）

　　日時：令和4年5月1日（日）

　　場所：熊本市・熊本県民総合運動公園ラグビー場 （天然芝）

    試合：黄（20分×1） 13:00-13:20 赤（20分×2） 13:25-14:10

           紺（25分×2） 14:15-15:10

　　ファンクション：16:30-18:00　熊本市中央区「餃子屋 弐の弐」　参加費@2,500円

　　　　　　※試合会場から40-50分要

　　バス：乗車希望者募集 （15名以下の場合は運行中止）

【佐賀三惑大会：惑葉クラブ/当惑クラブ】　全（黄以上/赤/紺白）

　　日時：令和4年5月15日（日）

　　場所：佐賀市健康運動センター （人工芝）

    試合：第一試合 11:00開始予定

           ※試合スケジュールは調整中　

　　ファンクション/バス：なし　

【第41回九州惑大会】　全（黄以上/赤/紺/白）

　　日時：令和4年6月4日（土）～5日（日）

　　場所：北九州市立本城陸上競技場・本城運動場 （天然芝）

　　参加費：@3,000円 （弁当・アフターマッチファンクション・大会パンフレット）

    試合：第一試合開始予定　4日（土）14:00、5日（日）9:00

           ※試合スケジュールは調整中　

　　前夜祭：6月4日（土）19:00-21:00　北九州市八幡東区 「アクティブリゾーツ福岡八幡」　参加費@6,000円

　　備考：開催可否は5月15日（日）に決定します。

【新入会員紹介】

赤パン：

大谷 博俊 （オオタニ ヒロトシ） ポジション：HO/SH

紺パン：

賀屋 友徳 （カヤ トモノリ） ポジション：LO/No8/CTB

荒木 靖 （アラキ オサム） ポジション：WTB

白パン：

小田 三郎 （オダ サブロウ） ポジション：SH



迷惑通信 　　特別号　　（フランス遠征参加申込み）

今回の連絡は2023年、フランスでのワールドカップツアーの申込み案内です。

2019年10月にフランスのチーム（熊本市の友好都市にあるAix Baabaas）が来福して交流試合をしましたが、今回はフランスへ

遠征し、熊惑クラブとの合同でAix Baabaasと交流試合を行い、その翌日に日本vsイングランド戦を観戦するツアーです。

添付の「迷惑倶楽部ヨーロッパ遠征ご案内」に必要事項を記入し、(株)日本旅行へ各自で申込んでください。（MailまたはFAX）

併せて、申込金として1名あたり10万円を書類に記載されている指定口座に振り込んでください。

振込み期限は4月28日（木）ですので、注意してください。なお、返金対応期限は5月31日（火）です。

なお、観戦チケットとツアーは一体のものであり、チケットのみの購入はできません。何卒ご了承ください。

フランスワールドカップ観戦＆Aix Baabaas交流試合　スケジュール

コース 日付 曜日 時間 行程 宿泊 対戦相手

7:35 福岡空港→羽田空港 （JAL302）

10:40 羽田→パリ 16:15着 （JAL045）

パリ→トゥルーズ （航空機） トゥルーズ

9月10日 日 13:00 RWC観戦　日本vsアメリカ地区2位　　 〃

9月11日～13日 終日自由行動 〃

9月14日 木 トゥルーズ→エクサンプロヴァンス

9月15日 終日自由行動
エクサンプロヴァンス
orニースorマルセイユ

9月16日 土 交流試合 〃 Aix Baabaas

9月17日 日 21:00 RWC観戦　日本vsイングランド　 〃

エクサンプロヴァンス→パリ （列車）

19:00 パリ→羽田 13:55着 （JAL046） 機中

9月19日 火 16:00 羽田→福岡 17:50着 （JAL325）

7:35 福岡空港→羽田空港 （JAL302）

10:40 羽田→パリ 16:15着 （JAL045） パリ

9月14日 木 終日自由行動 〃

9月15日 金 パリ→エクサンプロヴァンス （列車）
エクサンプロヴァンス
orニースorマルセイユ

9月16日 土 交流試合 〃 Aix Baabaas

9月17日 日 RWC観戦　日本vsイングランド　 〃

エクサンプロヴァンス→パリ （列車）

19:00 パリ→羽田 13:55着 （JAL046） 機中

9月19日 火 17:50 羽田→福岡 17:50着 （JAL325）

【概算費用】

Aコース：590,690円 Bコース：477,280円

Ｂ
7日間
コース

2023年9月13日 水

9月18日 月

令和4年4月5日

Ａ
11日間
コース

2023年9月9日 土

9月18日 月


