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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、皆さまお忙しい中、
多数ご出席いただきありがと
うございます。
　11月になり、朝夕冷え込む
日も増えて、暖房が必用なほ
どになりました。つい先日まではエアコン
が必用なくらい暑かった思いがありますの
で、快適な秋や春が極端に短くなってしまっ
たと感じています。気温が急に変化してい
る季節の変わり目ですので、みなさまどう
ぞ健康に留意されてください。
　さて、本日の例会では、新会員の東京海
上日動火災保険㈱佐世保支社長　田村和大
さんに「慶應義塾大学体育会ラグビー部（體
育會蹴球部）の歴史」をテーマに卓話をい
ただきます。スポーツ推薦の無い慶應義塾
大学で、体育会ラグビー部でキャプテンと
して活躍された田村会員は、まさに文武両
道です。きっとみなさまの健康づくりのヒ
ントにもなりそうなお話しを聴けるのでは
と期待しております。
　ここで、今月の理事会についてご報告い
たします。前回から継続協議となっており
ました「忘年家族会予算及び実施内容」が
可決いたしました。先週の水曜日には、親睦・
例会の合同委員会が開催され、委員会メン
バーの皆様が、熱気ある打合せと決起大会
のような楽しい時間を共有されました。12
月17日土曜日に、ホテルオークラJRハウス

テンボスを会場に開催いたします。年間行
事の中でも、数少ないご家族をお招きして
の懇親の場となります。ぜひ皆様、ご家族
の皆さまを同伴されてご出席くださいます
よう、よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト
　東京海上日動火災保険㈱長崎支店
	 佐世保支社　主任　野村　大暉	様

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 48名・欠席 25名・（免除者欠席 11名）・ビジター 0 名・出席率 65.75 ％

《10月19日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 46名・欠席 27名・（免除者欠席 13名）・メークアップ 4 名・修正出席率 83.33 ％
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幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.RI日本事務局　財団室
　財団室NEWS　11月号

朗遊会より
　朗遊会　幹事　池田　真秀

　朗遊会幹事の池田です。
　先日行われました、第2回
の朗遊会の結果を発表しま
す。
　秋晴れのいい季節に第2回
の朗遊会を開催しました。2週間前に佐世保
シニアオープンを行っているので、コンデ
ィションも素晴らしく24名の方が参加して
プレーを楽しんでいただきました。
　今回はソロプチミストチャリティーコン
ペとの共同開催でしたが、チャリティーコ
ンペにご協力いただき誠にありがとうござ
いました。
　優勝は45・40・85でまわられた米倉洋一郎
さんでした。次回はしばらくあきますが、4
月に8クラブ対抗が行われる予定です。よろ
しくお願いします。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　米倉洋一郎

米倉洋一郎 さん
　先日の朗遊会にて優勝しましたのでニコ
ニコします。実は、本来は、2位だったので
すが、1位の大久保会員が1回目及び2回目
（今回）も優勝だったので、朗遊会規定によ
り私が繰り上がりました。

大久保利博 さん
　先日の朗遊会にて入賞しましたのでニコ
ニコします。

納所　佳民 さん、大久保利博 さん
大神　吉史 さん、芹野　隆英 さん
坂元　　崇 さん、廣瀬　章博 さん
山口　幸生 さん、出端　隆治 さん
米倉洋一郎 さん、古賀　　巖 さん
　池田真秀さんが佐世保商工会議所の副会
頭になられました。嬉しく思いニコニコし
ます。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、草津　栄良 さん
山口　幸生 さん、大塚　隆夫 さん
岩崎　正俊 さん、庭木　香充 さん
出端　隆治 さん、増本　一也 さん
米倉洋一郎 さん、福田　金治 さん
中川　知之 さん、松尾　　貴 さん
坂本　　敏 さん、船越　　温 さん
西田　勝彦 さん、松本　祐明 さん
陣内　純英 さん、納所　佳民 さん
池田　真秀 さん、坂元　　崇 さん
加納洋二郎 さん、山口　健二 さん
黒木　政純 さん、大神　邦明 さん
古賀　　巖 さん、古賀　久貴 さん
松尾　慶一 さん、大久保利博 さん
廣瀬　章博 さん、安福　竜介 さん
芹野　隆英 さん、髙田　俊夫 さん
　新会員 田村和大さんの卓話に期待してニコ
ニコします。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 49,000円
	 累　　計	 373,000円
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卓　　　　話
「慶応義塾体育会ラグビー部の歴史」

新会員　田村　和大 さん
（東京海上日動火災保険㈱佐世保支社長）

はじめに
1.	東京海上日動火災保険の佐
世保支社長に今年4月に就
任し、6月からロータリー
の会員になりました田村で
ございます。私は98年に入社してから東
京本社に17年、海外に8年間勤務して参り
ました。

　	海外での経験、本社企画部門での経験、
自動車事故の示談交渉部門など様々な経
験からの学びなどをお話ししようと考え
ていましたが、本日は私が学生時代から
社会人になってからも密接に関わってき
た慶応大学ラグビー部のお話しをさせて
頂きます。
2.慶応義塾體育會蹴球部の成り立ち
　	慶応義塾において、学校を代表する部活
動のことを旧字体で「體育會」と表記し
歴史と伝統を重んじています。その中で、
私が所属していたラグビー部は創部1899
年（明治32年）で日本で初めてラグビー
を始めた学校であることからラグビーの
「ルーツ校」と呼ばれています。かつてラ
グビーは蹴球と呼ばれていたことから「蹴
球部」という名称です。ちなみに慶応の
サッカー部は1921年創部で、既にラグビー
部が蹴球部を名乗っていたこともあり、
ローマ字読みでソッカー部という名称に
なりました。早稲田大学では、ラグビー
部をラグビー蹴球部、サッカー部をア式
蹴球部（アソシエーションのア）、アメリ
カンフットボール部を「米式蹴球部」と
呼んでいます。
3.獲得タイトル
　	慶応大学ラグビー部は、過去に日本選手
権で優勝1回、全国大学選手権優勝3回、
関東対抗戦優勝9回を数え、1999年度の創

部100周年に大学選手権優勝後、優勝から
しばらく遠ざかっています（田村は98年
卒）。ラグビーと言えば有名なのが早稲田
対明治の早明戦、早稲田対慶応の早慶戦
が有名です。早慶戦は過去107回行われて
いますが、戦績はなんと慶応の21勝78敗8
分と、ライバルと言われながらも実は早
稲田が圧勝しています。慶応大学には所
謂スポーツ推薦が無い為、出身高は付属
高校が大半を占め、受験・指定校推薦・
自己推薦などで入部してきます。身体が
小さく、高校日本代表級の選手が少ない
ことから入部してから「地獄の山中湖」
と称される合宿等で鍛えていくのが慶応
の習わしです。
4.田村と慶応ラグビー
　	父がラグビーファンであることからラグ
ビー部がある学校のみ受験し、埼玉県に
ある慶応志木高校に入学してからラグ
ビーを開始。学校は埼玉県の第5シード、
個人としては県選抜に選出されることも
ありませんでした。むしろ、身長190cm
ほどの選手や、100kg近い選手、超俊足の
選手が目立っていました。同期19名全員
慶応大学に進学しますが、ラグビー部に
入部したのは何故か私だけでした。
　	大学ラグビー部に入部時は5軍スタート。
同じポジションの部員が多数いて、皆身
体が大きくパワー、スピード、スキルと
も圧倒される日々。しかし、上田昭夫監
督の指導の下、1年生の地獄の山中湖の夏
合宿を過ぎた頃1軍に抜擢。その後、1試
合を除き全試合にメンバー入りする最高
のスタートを切ることが出来ました。そ
して様々な怪我を乗り越え、4年生では主
将を拝命。自分が4年生の代で勝つことを
誓って猛練習を続けてきましたが、帝京、
日体大、筑波大等に負け、優勝候補筆頭
の明治大学には2点差で負けと苦しい代で
した。ただ、慶応としては最も勝ちたい
相手である早慶戦には、今も記録に残る
42-12（30点差、早稲田のトライ0）で勝
利を収めることが出来ました。
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＊今後の例会予定＊	
11月 9日	 例会（夜）及び新会員歓迎懇親会
　　16日	 九州文化学園高等学校
	 野球部監督　香田　勲男	様
　　23日	 ～祝日休会～
　　30日	 米山奨学生出前卓話
	 林　威逸（リン	ウェイ	イ）様
会　　場	 11月2日まで
	 レオプラザホテル佐世保
	 佐世保市三浦町4-28
	 TEL	0956-37-8989
	 11月16日より
	 	九十九島シーサイドテラスホテル

＆スパ 花みずき
	 佐世保市鹿子前町1129
	 TEL	0956-28-5151

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、	
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：庭木　香充）
（カメラ担当：船越　　温）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

5.大学卒業後
　	縁があり東京海上に入社し、週末のみ練
習をし主将を務めて関東社会人2部リーグ
で戦いましたが数年で退部。慶応ラグビー
部のグランド裏に居を構えて、週末はコー
チとして学生指導をする日々を過ごしつ
つ、自らも鍛錬を継続。社会人3，4年目
にはNHK放送された全慶応大学（現役＋
OB）対オックスフォード大学、ケンブリッ
ジ大学の試合に出場。全早慶明（当時テ
レビ東京で放映）には30歳まで出場。
2015年に転勤によりベトナムに赴任する
まで約10年間コーチを務めて参りました。
　	多くの先輩、後輩と共に築き上げてきた
慶應義塾體育會蹴球部が今後もライバル
校と切磋琢磨しながら成長することを期
待しています。
　ご清聴ありがとうございました。


