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ご挨拶 

 

大会会長    清水宇門 

東京海洋大学（旧東京水産大学）1965 年卒 

 

平成 18 年 5 月 13 日（土）午前 10 時に、第 18 回八大学ラグビー親善大会

は、東京海洋大学越中島グランドにて、予定通り開催されました。 

朝から雨模様の生憎な天気の中、会場設営の準備にも時間かかり、大会運

営がスムーズに運ぶか？参加者は集まるか？・・・・等々幹事校としては、

気の揉める大会でしたが、定刻が近づくにつれ、各校の選手が三々五々集ま

り、各大学若手 OB 戦 4 試合、シニアー紅白戦 1 試合形５試合を実施できま

した。 

 今回も数人の方々が怪我をされたことは残念でしたが、悪天候の最悪の状

況の下での大会としては、参加者１６０余名と盛会裏に終了出来たのも、偏

に関係者各位の『楕円球』への情熱の強さの賜物と、今更ながら感謝の意と

尊敬の意を表します。 

 今大会は、土曜日の開催と、会場を東京海洋大学越中島グランドに移して

から、二度目の大会となりましたが、地方からの参加者の日程的余裕と、会

場が都心ということで、大会後の各校 OB のファンクションも、比較的スム

ースにいったのでは？と思っております。 

 『ラグビーが好き』という唯一の合言葉で参集した同好の士の年一回の大

会も、回を重ね 18 回を数えます。今後も 20 年、30 年、40 年と続くことを、

切に念願するものです。 

 

 昨年末には、恒例の年末忘年会記念講演会も、12 月 6 日（水）に、会場

も例年通り、池袋サンシャイン 57 階の小樽商科大学クラブハウス『緑丘会

館』で開催され、９０余名の参加者がありました。 

 記念講演は、帯広畜産大学 OB 小林様のご尽力により、Free Sports Writer 

永田洋光氏、大友信彦氏をお迎えし、司会にはテレビ東京アナウンサー四家

秀治氏にお願いして、『捨てた物じゃない！こんなに面白い日本ラグビー』

と題して、熱の入ったトークに、1時間半では足りないくらい会場は盛り上

がりました。 

 

 以上、２大 Event を、幹事校として、大過なく果たすことが出来ました事、

多大なご協力頂きました日本ラグビー協会関係各位及び、各大学 OB 会員各

位に対して、衷心より御礼申し上げます。              
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第 18 回八大学ラグビーOB大会 結果報告 

 
蓮見 正樹（旧東京水産大学 1999 年卒） 

 

昨年度の大会は 2006 年 5 月 13 日（土）に開催しました。地方からの参加者の

利便性も考慮し、18 回目にして初めて土曜日に企画しました。会場は昨年度と

同じく東京海洋大学越中島グラウンドではありますが、昨年度とは異なり、第二

グラウンド（芝の状態がよい）で執り行いました。結果、朝から生憎の雨模様で

あったにも関わらず、総勢 171 名参加（家族・同伴含む）の大会となりました。

ご参加くださいました方、誠に有難うございました。この場をお借りして、御礼

申し上げます。 

試合結果は以下の通りです。 
●第一試合 ： 鈴木 RF（関東協会） 

0 前半 0 

7 後半 0 東京海洋大学 

7 合計 0 

長崎大学 

●第二試合 ： 金塚 RF（関東協会） 

7 前半 0 

25 後半 0 東北大学 

32 合計 0 

帯広畜産大学 

●第三試合 ： 賞雅 RF（東京海洋大学） 

12 前半 14 

14 後半 0 北海道大学 

26 合計 14 

九州大学 

●第四試合 ： 吉村 RF（水産ラガー 鹿大） 

17 前半 10 

27 後半 7 名古屋大学 

44 合計 17 

小樽商科大学 

●第五試合（Over40）金塚 RF（関東協会） 

15 前半 0 

28 後半 7 水産ラガー 

43 合計 7 

他大学混成 
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なお、本大会を通じて怪我をされた方は 5名（幹事校契約のスポーツ保険を適

用した方のみ）もおりました。今後も怪我への対策は必要と思われますが、まず

は参加者自身の準備対策を万全にすること、そして、各大学でのメンバーの年齢

バランス、相手（年長者）に配慮したプレーが必要と思われます。 

 

来年の大会も、「楽しむラグビー」の大会になることを祈り、簡単ですが結果

報告とさせていただきます。 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  7/39 

平成 18 年度 八大学ラグビーOB会／講演・忘年会 会計報告 

 
蓮見 正樹（旧東京水産大学 平成 11 年卒） 

  

収入の部 支出の部 

繰越 415,582 --- 

ラグビー大会 

参加者 161 人×3,000 483,000 グラウンド利用費用 50,180 

同伴者 10 人×1,000 10,000 ボール 20,250 

 --- ケータリング 180,000 

 --- 酒類 32,500 

 --- 保険 24,219 

 --- その他雑費 23,754 

 --- 菱作成費 11,555 

 --- レフェリー車代 20,000 

合計 493,000 合計 362,458 

講演会・忘年会 

参加者 78 人×3,000 234,000 会場利用料 170,500 

同伴者 14 人 0 酒類 26,549 

二次会 15,000 講演者車代 90,000 

書籍販売 76,500 その他雑費 14,995 

 --- 二次会 37,900 

 --- 書籍購入 80,750 

合計 325,500 合計 420,694 

利息 238  --- 

過去の繰越金 264,703  --- 

 九州大学への引継ぎ 715,871 

 

なお、本件は 3 月 14 日（水）の幹事会において伊藤正氏（長崎大学）をはじめ

とする、各大学幹事により承認されています。 

以上 
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記念写真 



 

八大学OBラグビー大会（2006.5.13 東京海洋大学）…その 1 

 

  
 受付              雨の中の練習 

 

  
   試合           海洋大→九大幹事引継ぎ 

 

  
アフターファンクション（名大）      名古屋大学部歌斉唱 
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八大学OBラグビー大会（2006.5.13 東京海洋大学）…その 2 

 

   
    東北大学部歌斉唱         小樽商科大学部歌斉唱 

 

   
帯広畜産大学部歌斉唱       北大と小樽との交歓 

 

   
「スタンバイ」（水産ラガー）    清水大会会長の閉会ご挨拶 
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八大学OBラグビー大会（2006.5.13 東京海洋大学）…その 3 

 

    
       九州大学            帯広畜産大学 

 

  
名古屋大学             長崎大学 

 

   
北海道大学              東北大学 
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八大学OBラグビー大会（2006.5.13 東京海洋大学）…その 4 

 

    
     小樽商科大学            東京海洋大学 

 

   
     Over40 参加者           鈴木 RF   金塚 RF 
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八大学OB講演会（2006.12.06 緑丘会館）…その 1 

 

   
講演者：四家氏、永田氏、大友氏     北海道大学と小樽商科大学 

 

   
   東北大学と九州大学         帯広畜産大学と長崎大学 

 

   
名古屋大学と東京海洋大学（水産ラガー） 大友氏・永田氏との記念写真
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講演会記録ダイジェスト

（2006 年 12 月 6 日開催） 

 
『捨てたもんじゃない！ こんなに面白い、日本ラグビー！！』 
表も裏も知るスポーツライターが熱く語る応援メッセージ 

 
講師（以下敬称略） 
★永田洋光（ながたひろみつ） 
1957 年東京生まれ。横浜市大文理学部卒。『ラグビーマガジン』誌を中心

に、スポーツ新聞や『Number』にもラグビー記事を寄稿。江戸川大学非常

勤講師。著作に『日本ラグビー原論』、『日本ラグビー復興計画（宿沢 広
朗共著）』他多数。 
★大友信彦（おおとものぶひこ） 
1962 年宮城県生まれ。早稲田大学第二文学部卒。『Number』、『ラグビ

ーマガジン』を始めとし、スポーツ新聞などにもラグビー記事を執筆。著作

に『奇跡のラグビーマン―村田亙 37 歳の日本代表』『ザ・ワールドラグビ

ー』『再起へのタックル』他多数。 
★四家秀治（よつやひではる） 
1958 年千葉県生まれ。同志社大学工学部卒。テレビ東京アナウンサー。前

回ワールドカップの実況を担当。決勝戦では平尾誠二氏・大八木淳司氏の解

説と共に、現場の興奮を伝える。 

 
（以下、当日の録音記録から主な部分だけを取り出し、話し言葉の冗漫さを

除いたダイジェスト版） 
 

■ワールドカップ出場を決めたジャパン 
＜四家＞ 永田さん大友さんとはもう 10 年以上の長い付き合い。第 5 回の

ワールドカップもオーストラリアから中継した。我々現地で長いこと一緒に

取材をして、残念ながら日本代表が敗れる試合もお伝えした。そういう間柄

なので、ぜひとも仕切り役をと頼まれた。 
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＜永田＞ 高校時代にラグビー部にいた。大学を出て 10 年ほど出版社に勤

めたが、ちょうど第 1 回のワールドカップがあって、ちょうど世の中バブル

の時代だったこともあり、人生どうにかなるだろうと思ってこの道に入った。

88 年からラグビーの取材を始め、1 シーズン終わってすぐ、宿沢さんが率い

る日本代表がスコットランドを破る試合があった。それが自分の転機。その

試合が終わったとき大友さんと握手を交わしたことは今でもよく覚えてい

る。 
＜吉永＝幹事校・東京海洋大 OB で全体司会の吉永辰雄＞ ちょうどその

日、この集まりの第 1 回の大会があり、NTT のグラウンドでの試合後に皆

でテレビを見て「やった！」と沸いた。18 年前、期せずして重なる部分が

出た。 
＜大友＞ フリーランスとして雑誌『Number』隔号でコラムを、『ラグビ

ーマガジン』でも記事を書いている。新聞は『東京中日スポーツ』のラグビ

ー記事を十数年担当。大好きな競技なので、細々ながらも、なんとか日本の

ラグビーの盛り上がりに貢献できればと一生懸命やっている。 
＜四家＞ 先日のワールドカップのアジア最終予選、完封勝利がひとつのキ

ーワードかと思うが、現地にいてどうだったか。 
＜永田＞ テストマッチの取材はずっとしているが、今回はグラウンドとス

タンドとの距離がとても近かった。我々の約 5m ぐらい先にタッチラインが

ある。記者席がちょっと高くなっているので、そこから見ると、選手の表情

が非常によく見えた。今までに見たことがないぐらい全員が緊張して、非常

に引き締まったいい表情が印象的だった。タックル後のボール争奪の局面で

も相当激しくやっているのが手に取るようにわかった。ジョン・カーワンと

いう NZ のスターがコーチとして日本代表に来てわずか 1 ヶ月だが、ものす

ごく密度の濃い練習をしており、その効果がてきめんに現れた。 
＜大友＞ ジャパンがテストマッチであのぐらい隙のない試合をやったの

は、先ほどから話が出ている宿沢さんが監督だったワールドカップ。スコッ

トランド、アイルランドとやって、最後はジンバブエに勝ったが、それ以来

ではなかったか。                         
 いちばん印象に強いのは、前半の二十何分だったか。ちょうど入れ違いの

形で韓国の選手がパッと抜けてパッと蹴ってゴール前にボールが転がった

ときに、SO 沢木がダァーッと戻って、もうゴールラインがすぐそこのとこ

ろでバァーッとセービングしてそのまま立って、タックル我慢してそこに一
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人二人戻ってきてちゃんとボール出してそれを大畑が左足のタッチキック

で出した。これは本当に速かった。そういうピンチのときの反応が速い。ピ

ンチの原因になるミスがあっても、ひとつ起きたミスがミスにならない。そ

のミスに対して反応する人がいる。これは宿沢さんのときに強く感じたこと

で、あのときのジャパンをビデオで見直すと、あれここでミスがあったよう

に見えないっていうシーンがたくさん出てくる。それと似たものを感じた。 
 もう一点、これも前半のもうちょっと後のほうで、ゴール前にオープンキ

ックを蹴られて FB 有賀がガァーッと戻った。今の日本の FB100 人いたら

そのうちの 98 人ぐらいはそのままドロップアウトにしようとするが、有賀

はそこでまったく迷わず拾ってすぐポーンとタッチに出した。これを見たと

きに、このチームはすごく意思統一がされているなと思った。もちろんそこ

でドロップアウトにしても悪い判断ではないが、そこで迷わず拾って出すと

いうことは、そのチームの中で、速いディフェンスであるとか、速い反応で

あるとか、そういう統一したルールがはっきりできていて、それが全員にい

きわたっている証拠ではないかと感じた。 
 結果的に 0 点になったというのは、試合の流れが韓国にいくかもしれなか

ったときに、きっちりそれを摘んだから。そうしているうちに韓国としても

どうしようもなくなった。。これからあと実質 5 ヶ月ぐらいしかないが、そ

れでもあの 1 ヶ月でここまでこれたことは、本番にも期待が持てる。 
＜永田＞ 今、大友さんが言った、ドロップアウトにするのを待つという、

その待つ間に信じられないことが起きるのがワールドカップのレベル。世界

の強豪国がやっても同じ。そういう危機の芽は絶対に摘むという意識が 15
人に統一されていなければいけない。そういう統一感が保たれたチームは今

までなかなか見られなかった。 
 
■カーワンへの期待 
＜四家＞ 香港に行く前の壮行試合の後、カーワンに記者会見で感想を聞い

た。期待はしていなかったが異様に熱い答えが返ってきた。「ここはとても

すばらしい競技場で、いろんないい思い出がある。2015 年のワールドカッ 
プが日本で開けたならば、この国立競技場を満員にして、ここで勝ちたい。

僕は負けるのは大嫌いだ」と言ってくれた。 
＜永田＞ ジョン・カーワンという人は、すごいスター性がある人。日本に

いる普通の人たちが思っているよりも、ワールドカップや、元 NZ 代表とい
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うキャリアは、国際的なステイタスは非常に高い。ワールドカップは、日本

ではマイナーな大会のイメージを持たれるが、実は旧英連邦、コモンウェル

スという大きな経済力を持っている国々の中でいわば商品価値を認められ

ている。当然カーワンはたいへんな名士。その人物が、日本代表の監督にな

る。しかも彼は今のトップリーグが始まる前の NEC でプレーをしていて、

日本人選手の強いところも弱いところもよくわかっている。社員と代表の狭

間での悩みもある程度わかっている。その彼が、責任を持って「勝ちたい」

「俺は負けたくない」と言ってくれたことは何よりも心強い。それと前回大

会で大友さんは、宿沢さんや向井さんにすごくしつこく質問していたが、日

程問題というのがある。 
＜大友＞ 下っ端同士ではふつうの日程だが、いわゆるビッグエイトとの対

戦では中 3 日や 4 日、相手にとって中 7 日 8 日。つまり休みの日数に 2 日

以上の差がある状態での試合をやらされたのが、アルゼンチンであり、イタ

リアであり、トンガであり日本だった。 
＜永田＞ 香港での完勝後の記者会見、司会者が終了を告げようとしたとこ

ろで、カーワンがちょっと待ってくれといって話し出した。今日の試合に関

しては非常にハッピーだったが、IRB に対してはアンハッピーだとして、日

程問題を厳しく指摘した。彼自身はイタリア代表監督として前回大会に臨ん

で、そのときはボイコットも辞さずという姿勢で日程問題をかなり強くアピ

ールしていた。そのように世界を相手に喧嘩ができる人物が代表チームの頭

についたということを喜びたい。彼の後に続くであろう日本人の監督も世界

に対してものが言えるように、そういう道筋をつくってもら得るといい。

2015 年にワールドカップを日本で開催するとしたら、やっぱりその日本ラ

グビー界の指導者たちは、現場に出る出ないに関わらず、世界に対してもの

を言えるようにならないと、IRB になけなしのお金を奪われて、しかも国内

のラグビー人気を掘り起こすこともできないで終わってしまうのではない

か。だから本当に、カーワンというコマが入ってきたことで、日本代表だけ

ではなくて、もっと大きな変革につながっていくといい。 
＜大友＞ オールブラックスの英雄、ワールドカップチャンピオン、そうい 
う意味では文句なしの大スターだが、実は日本に来る前に回り道をしている。

NEC に来る前の 2 年間、NZ のラグビーリーグに行っている。オークラン

ド・ウォーリアーズという 13 人制のチーム。今はリーグとユニオンを行っ

たり来たりできるが、そのころ、まだラグビーがプロ化になる前は、リーグ
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はユニオンからお金で釣られていくところというニュアンスで見られてい

た。そこで 2 年間、本人はあまりポジティブなキャリアを積むことができな

かったというようなことを後で言っている。この前インタビューしたときに

は、ユニオンとリーグがやがて統合されることを見込んで、リーグの技術を

学びたいから行った、ユニオンにまた戻ってくるつもりだったと言っていた。

それは本音だと思うが、ユニオンから求められていなかったという面も当時

はあっただろう。 
 NEC の 3 年間が終わって、NZ の NPC およびスーパー12 のオークラン

ドブルーズに行ったときも、これはなぜかコーチではなく、マネージャーと

いう肩書き。あれだけのキャリアの持ち主、しかも NEC で多少コーチ的な

こともやって行くんであれば、コーチかアシスタントコーチか、そういうル

ートに乗れそうなものなのに。1 年半後にはイタリアに行く。 
 そういう意味では、ラグビー王国 NZ のスタープレーヤー、当時最多キャ

ップ、最多トライ保持者だったにも関わらず、彼は NZ のメインストリーム

に乗れなかった。このことが彼のエネルギー、反骨心の源になっているので

はないかと思われる。イタリア監督のときに IRB に噛みついたのも、彼の

そういう経歴が影響しているのではないか。そして今回また IRB に怒りを

ぶつけた。 
 こういう彼の筋道の通った、非常に共感できるメンタリティには、ジャパ

ンの監督かどうかを別としてもすごく応援したい気持ちにさせられる。 
 
 
■言葉の力とラグビー文化 
＜大友＞ もうひとつは彼の発言。来日後、何度か記者会見や囲みのインタ

ビューでも、逐一あたりまえのことをあたりまえにきちんと語ってくれる。

監督、ヘッドコーチという立場であればどういうことを言うべきかをわかっ

ていて、そのすべてが本音ではないにしても、非常にポジティブにものを言

う。 
 これはメディアの前ではないが、千葉でのジャパンのはじめての合宿。最 
終予選に向けて、10 月 29 日に集合したその日のミーティングで選手たちに

「君たちのいちばんいいところはディフェンスのスピード。日本ラグビーの

いちばんいいところはディフェンスのときにプレッシャーをかけることな

んだ。僕が日本にはじめて来たときに、それを経験して本当に驚いた。膝下
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に入られる速くて低いタックルが本当にいやだった。僕だけじゃない。外国

から来た選手はみんなそう言う。だから、テストマッチでそれをやってく

れ」と言った。もちろん、日本選手は長所ばかりだなんてことはあり得ない。

あと 1 週間 2 週間しかないというときに、選手になにをやってほしいかをぱ

っと伝えなくてはならない。そこで彼らが自信を持てることを言って、チー

ムをのせる、チームをつかむ。こういうことをやってくれる人はなかなかい

ない。 
 あたりまえのことをきっちり言ってくれる監督というのは非常に大事。日

本のスポーツ文化の中ではどうしても野球と相撲が大きいところを占めて

いるが、どちらも試合の後のインタビューで相手をほめるコメントはまず聞

けない。自分たちのよかったところを言うだけで、ものすごくいい試合をし

てもなかなか相手をほめない。今年、ハンカチ王子斎藤君があれだけ人気を

得て、彼だけでなく、駒大苫小牧の田中君も含めて社会的な現象となるよう

な注目を浴びたのは、あの二人がすごくお互いを尊敬しあっているというこ

とがあったと思う。おそらくここにいる皆さんは感じているはず。これはラ

グビーでいう、アフターマッチファンクションに通じる関係ではないか。相

手と闘うことを楽しみにして、終わった後で厳しい試合ができたことを喜ん

でいる。その二人の関係が見ている側にも伝わって、とても気持ちがいい。

そういうことを、ラグビーは本来ずっと文化として持っていた。しかし日本

の中だとどっちが勝つか決まっている試合がほとんどだから、そういう文化

がなかなか育たないのではないか。かつての早明戦のように、本当に勝つか

負けるかわからない試合を重ねているところにはそういう文化がある。相手

には敬意を払ったコメントをする、それを示す。記者会見で、あたりまえか

もしれないけれども言うべきことをきっちり言ってくれると取材していて

すごくハッピーな気持ちになれる。 
＜永田＞ カーワンが来た後、合宿での練習を見た。たとえば単純なコンビ

ネーションで、もうすぐトライだというときにノックオンが起きる、あるい

はサインプレーをやろうとしてパスがちょっとぶれて取れないというよう

なミスが起きたときに、カーワンは怒らない。もちろんミスに対しては厳し 
く指摘はするが、今のはここでミスが起きたけれども、その前のこのプレー

は非常によかったというようなことを言う。そこをちゃんと指摘した上で、

だから最後のパスはきちんと通そうぜ、というような教え方をする。 
 反対に、ぱっぱっぱときれいにトライになったような場面では、選手たち
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を集めて、今はなぜこのタイミングでボールを出したんだ、あるいは出さな

いんだと。うまくいったときに、小さいけれども後々大きくなるようなミス

の芽を指摘する。選手もうまくいった中での指摘だから、ああわかりました

と納得できる。多分それはもって生まれた人間性もあるし、コーチとして経

験を積み、勉強をしてきたからこそだとは思うが、そういうコーチがなかな

か日本にいない。 
＜四家＞ そろそろ時間。ここに私の後輩で水原恵理という女子ラグビー世

田谷レディースの現役ウィングのアナウンサーが来ているが、彼女と私はち

ょうど今、テレビ東京のアナウンサー採用試験の毎日。大学 3 年生を相手に

面接を朝から晩までやっている。その中で、ラグビーの実況をやりたいとい

う者が、実はけっこうたくさんいる。20～30 年前から、野球の人気は変わ

らない。今も野球ファンは多く、サッカー人気も高い。しかし昔も今も実況

をしたい競技の 3 番手に出てくるのがラグビー。これは、このスポーツがそ

れだけのエネルギーを持っている証しではないか。本当の面白味を知らずに

ごく表面的な印象からそういっているのかも知れないが、この競技には、や

っぱり今の学生にとって、ただ観るだけの者にとっても、少なくとも 3 番目

に位置するスポーツだという事実をお伝えしておきたい。やがていつかラグ

ビーが野球やサッカーに負けないぐらいの人気を得てほしい、まさに昨日今

日改めて感じた。 
 

（文責：帯広畜産大 OB・小林） 
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＜ラグビー雑記＞ 

 

北海道大学 昭和６０年卒 斉藤直樹 

 

 第１８回八大学ラグビーＯＢ親善大会の開催おめでとうございます。 

幹事校の皆様にはご苦労が多かったことと思いますが、今後とも友好の輪が 

どんどん広がっていくことを期待しています。 

昨年はあいにくの雨天でしたが、北大ＯＢの底力を十二分に発揮することが 

できました。相手チームの「このメンバでも勝てないかー・・・」という一 

言を聞き、心の中で微笑んでしまいました。日ごろの鍛錬（酒漬け・ナンパ 

・子守・転職？？？）の成果かと思いつつ、今年も紳士的かつ健康的なプレ 

ーで「らしさ」をアピールしたいところです。 

 

最近はインターネットのお陰で、現役の試合結果・宴会開催通知・近況報

告などを、多くのＯＢに知ってもらいやすくなりました。現役はホームペー

ジを開設しており、北海道での試合予定や合宿予定などを発信してくれてい

ます。また、北大ＯＢ会である北菱クラブでは、メーリングリストを立ち上

げ、会員相互の情報交換をしやすい環境作りに取り組んでいます。グローバ

ルな世の中になり、海外で活躍するＯＢも多くなっている中で、現地からの

知らせが入ることはたいへん嬉しいことです。 

しかしながら、パソコンが苦手な方や通信環境の無い方もいらっしゃるの

で、ＯＢ会の連絡網を整備することは大きな課題であると感じています。 

 

さて、個人的なことになりますが、少しラグビーとの付き合いについて書

いてみたいと思います。 

私は札幌の出身で高校からラグビーを始めました。中村雅俊の「われら青春」 

を見て、ラグビーを始めたクチですが、高校のラグビー部の弱いこと弱いこ 

と。そもそも進学校なため、１５人揃えることが難しく、他部からの借り物 

部員で成り立っているような状態でした。そのため、試合をするとルールが 

わかっておらず、反則し放題の上、その後はノット１０ｍばかりです。呆然 

としている間にどんどんトライされてしまい、ほとんど勝った記憶がありま 

せん。悪循環と言う奴で、弱い部では部員も腐り、部室は喫煙室に早代わり 



だったりもしました。あまりに負け続けたんで、私が３年になる頃には少し 

やる気が出て、月寒ラグビー場での７人制大会で市内３位になりました。勝 

つことがこんなに嬉しいことなんだと、その時初めて知りました。（もっと 

も喜んでいたのは顧問の先生だったけどね） 

そんな弱小部から、北大のラグビー部に入った時は驚きました。何せ北大

は常勝部でしたから、練習も厳しくついていくのが精一杯です。「週４日練

習」の甘い言葉で勧誘していたのですが、実は「週４日練習＋週２日試合」

だったのです。つまり、週休１日ってことなんです。 

２年の時には悪いことに左膝じん帯を損傷し、３年になっても練習はほと

んどできず、試合もシーズンの終わりに１回しか出ることができませんでし

た。 

ところがそこで事件が起き、私が主将になってしまったのです。膝に爆弾

を抱えての主将ははっきり言って辛かったー。 

 

私は同期が多いので、「俺が主将だ」と言って、

チームをグイグイ引っ張ると言うよりも、皆がベ

ストの状態でいられるためにはどうすればいい

のだろう？？？と皆をまとめ和を生み出すタイ

プだったような気がします。そんな主将の初仕事

は、「冬季練習でバスケットをするか否か」の調

整でした。

 

全国を目指すなら例え室内練習であってもラグビーの練習をすべきか、シー 

ズン前なんだから軽い調整に留めるべきか・・・、意見も割れたように思い 

ますが、記憶ではバスケットはしなかったと思います。 

そのためか、私達は全国地区対抗大会において優勝という快挙を成し遂げる 

ことができました。あの時、バスケットをしていたら違った結果になったか 

もしれません。 

北大優勝の裏にはもっともっとたくさんのエピソードがあるのですが、ま

た次回の稿にて語りたいと思います。 
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東北大学のラガーメン 
 

東北大学ラグビー部 OB  

山本 眞（1962 年卒） 

 

 東北大学のラグビー部で他校にも名が知れた OB と言えば、田口 尚元監

督（1941 年卒）だろう。プレーヤーとして名を馳せた話しは私は聞かない

が、監督として良く知られていた。監督就任期間が長かったからということ

もあるし、独特な風貌で、東北弁を愛し、堂々と辛辣な評価をするのが印象

的だったのだろう。私の学生時代も監督だったので、いろいろとお世話にな

った。私の親父も「毛唐」という言葉を良く使ったが、田口監督もそうだっ

た。失礼を省みず言わせて貰えば、とにかく名物男だった。 

 元日産自動車会長の石原 俊先輩（1937 年卒）は、皆さんご存知のよう

に、お亡くなりになってから追悼という、その名をお借りして、第１６回八

大学 OB 大会（2004 年）を秩父宮で開催することができた。先輩は旧制浦和

高校のご出身で、東北大学に入学したときはラグビーを続けるつもりはなか

ったが、見付かってしまってやる羽目になったと６０周年のときだったか述

懐されていたのを覚えている。お亡くなりになる前年、突然 OB 会の例会に

出席され、独りでタクシーに乗って帰られたが、虫の知らせがあったのかな

と思う。 

 最後に、私より後輩の鈴木賢次郎君（1975 年卒扱）を上げる。彼は東京

へ来てから、東大で一緒に練習させて貰ったり、「学士」とか「不惑」クラ

ブで活躍し、腕も上げて、彼の追悼試合として、学士 VS 不惑戦が組まれ、

特別仕立ての喪章入りジャージーを着て行われた。当日、未亡人が代わって、

不惑クラブから、ボランティア活動の功績で、表彰された。彼は会津の出身

の、かなり強い意志の持ち主で、ちょうど学生運動の盛んな混乱の時代に学

生生活を送った。彼ほど他所のラガーメンにその名を知られた OB も東北大

には珍しいと言える。先日テレビで不惑・惑惑・迷惑クラブを紹介していた

のを見て、ふと思い出した。 

 

東北大で有名と言える3人とも今は故人となってしま

った。 
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＜八大学投稿原稿＞ 
 

還暦サイクリング継ぎ接ぎ日本沿岸一周 
小樽商大 1967 年卒 酒井克臣 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2005 春 四国八十八ヶ所第３５番札所清滝寺（高知県土佐市） 

 
卒業以来ずっと勤めてきた会社をちょっと早めに辞めることにして、さて

どうするか。のんびりするのも悪くないけど仕事もしてないとボケそうだし、

ラグビーと音楽以外の趣味の世界も広げたいなと考えていたら思い出した。

高校時代の受験勉強の合間に図書館の大地図を広げ、伊能忠敬ばりに海岸線

に沿って自転車で日本一周をしようとしていたことを。大学に入り先輩の甘

言に釣られ（今は感謝していますよ、H先輩）、ラグビー部に入ったおかげ

でそのプランは露と消え、2年目の夏に小樽から当時実家のあった神戸まで

のサイクリング帰省でお茶を濁していた。そうだ、これだ！遅ればせながら

日本一周だ！ 

 
幸いにも大学の先輩の曳きで取引先の梱包会社に職を得たが、常勤ゆえサ 
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イクリングは休みのたびの継ぎ接ぎとならざるを得ない。60 代のうちに終

わればいいかと気楽に始める事にした。ただ、ゴールデンウイークや夏休み

の谷間や前後の休暇取得は原則禁止の規定を無視する我儘を許してもらう

ことにした。 

1 年目はアルバイト（見習、準備期間そんなものです）であることをいい

ことに、まずは 4月ひと月を休み、季節もいいので桜を追いかけ弘前まで走

った。弘前では既に退職している仲のよかった元同僚と落ち合い、満開の桜

の下で退職祝いをしてもらった。さらに夏休みは函館を起点に太平洋岸を釧

路まで、途中、大沼近くの駒が岳麓の鹿部に東京から移り住んだ元同僚を訪

ねたり、帯広で帯蓄 OB の田中さんと一献傾けたりしながらペダルを漕いだ。

10 月にはまたまたひと月休み、九州一周を走り抜けそのまま故郷の佐賀へ

向かい、母校（佐賀高校）の同期会へ参加と、我儘のし放題（残念ながら鹿

児島では九大 OB の丸田さんと会えず）。社長も入社前なので目をつぶって

いたけど内心苦々しかったことだろう。さすがに正式入社後は 5月と 8月の

連休にしかツアーはできない。 
 
その後、伊豆でやはり退職した元同僚と会ったり、自転車遍路を兼ねた四

国一周の際には赴任していた高知で得意先やら元部下、付き合いのあった新 
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聞社の社員などと大宴会を催すなど旧交を暖める旅にもなっている。およそ

半分を終えた（と思う）が、元気にこなしていきたいと思っている。 

が、問題なのは女房殿への対応。「定年になったら海外旅行に連れていく

という約束はどうなったの？お遍路も一緒に行こうといったじゃない

の？」と斬りこんでくる。サイクリングの終点で待ち合せて温泉にでも行こ

うと誘うが、慌しいのは嫌だ、ひとりで往復するのは嫌だとのたまう。諦め

たのか、呆れているのか、還暦記念にと子供達と一緒に「赤い自転車」と「赤

いヘルメット」をプレゼントしてくれた。もう許してくれたのだろうか。２

年に一度ぐらいは一つの休みをつぶして海外旅行に行かなくては。 

続 く

（次回は完成時） 
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早期発見 

 
九州大学 1971 年卒 丸田 堅次 

 

 二十歳台は結婚や異性の話、三十歳台は子供や仕事の話、四十歳台は家族

や持ち家の話が居酒屋の話題の中心だったような気がする。五十歳台になる

と俄然、病気や健康、体力維持がメインテーマだ。最近、仕事柄、春期秋期

の健康診断の段取りや立会いをする機会があったが、二十歳台までは、20

分から３０分で検査や問診が済んでいく。50歳台になるとそうは行かない。

検査項目が増えることもあるが、それだけ、身体にガタが来て診断に時間が

かかってくる。そういう中で、最近の医療技術や検査精度の向上には目を見

張るものがある。 

 

 先日、東京の不惑倶楽部でお世話になった整形外科の先生と話をする機会

があった。 

私が 5年前に右足のアキレス腱を切断したが、その時の治療にはアキレス部

分にメスをいれ切断した腱を一本づつ繋ぎ合わせ縫合した。ところが最近は

足首を伸ばした状態で固定するのだそうだ。その方法だと手術に比べて全治

に一週間ほど余分の時間が必要だが、傷跡も残らないし、患者の負担が雲泥

の差だそうだ。切れた腱同士がお互いにくっつく性質を持っており、術後の

再発の確率も手術と変わりがないとのこと。素人として考えるに、近代医学

が始まる前に、例えば江戸時代にもアキレス腱を切る怪我はあったはずだ。

アキレス腱断裂が不治の病と言う記録は見当たらない。現代の治癒方法も元

に戻っただけかもしれない。 

 

 とは言いながら、現代医学は凄い。既報で私の狭心症の拙文を掲載させて

いただいた。「カテーテル」「バルーン」という技術がなければ、私もとっ

くに昔にこの世を去っていたかもしれない。前の会社で同期の仲間がガンで

亡くなった。彼ももっと早く検査で発見できておれば…。北大の中村さん、

東京水産大の浪岡の闘病記に健康の有り難さに他人事とは思えず拝読させ

ていただいた。 
 



  

55 歳を過ぎてから、毎年、「人間ドック」のお世話になり、一泊２日間の

精密検査を受けている。平成 18 年は 8 月に鹿児島市民病院でいろいろ指摘

された。その中に、「要大腸検査」があった。検便の結果、鮮血があったと

いうのだ。先輩の奥さんが大腸がんが原因で全身に転移し、その結果、６０

歳と言う若さで亡くなった。早期発見、早期治療が行われていれば助かる命

だったかもしれない。 

  

気にはなっていたが、日常業務の煩雑さに追

われて、再検査をなおざりにしていた。たま

たま 1 １月に NHK テレビで放送していた「た

めしてがってん」で大腸ポリープをテーマに

取り上げていた。そこで人間の血液は浴槽の

中に１滴あっても検出できるという実験をや

っていた。検査員自身も不安の表情であった

が見事に検出した。  
 

 また、大腸ポリープの検査はスコープで約３０分程度で済むと言う。この

結果をみて、「人間ドックの検査結果」「先輩の奥さんの無念」が頭の中を

駆け巡り、早速、鹿児島市民病院が再検査を勧めた病院に直行。暮も押し迫

った１２月２２日に入院検査となった。検査は 20 分で終了し、１個（約１

２ｍｍ大）見つかったポリープの切除と後処理で４０分もかからずに修了し

た。１２月２４日（日）の練習は流石に自粛したが、検査した日には日常生

活に戻ることができた。 

 

 八大学の皆さんもこれからそういう年齢に達する訳です。過信せず、見く

びらずに医療技術を信頼し、医者に頼っていつまでも元気にラグビーを楽し

みましょう。「早期発見」「早期治療」をキーワードに。 

 

以上 
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菅平での国公立ラグビー対抗戦の提案 

 

                九州大学 1988 年卒 吉村 康秀 

九州大学前監督（在任：2001-2005） 

 

2003 年以来、九州大学は夏合宿を菅平で行っている。初年は全国地区対

抗大会への出場を睨んで私の人脈で大阪体育大学や朝日大学など私立強豪

校との試合や合練を主体に日程を組んだ。しかし一方で各地方の国公立で頑

張っているところと交流を持つ目的でクラブのホームページを通じて連絡

を取り合い、日程の合った新潟、名古屋大学とも試合を行った。この２校と

は、その後も毎年交流を重ねて昨年で４年目を迎え、さしずめ定期戦の様相

を呈しているようだ。2004年からは学生に試合のアレンジを任せたところ、

神戸、一橋、北海道など今では対戦チームはほとんどが国公立となっている。

学生はやはり勝敗が気になり、「ウチ（九大）が僅差で勝ったあそこに、ど

こどこは大勝している」などと他チーム同士の戦績の調査にも余念がない。

だったらもう少し事前に実力を調査して、強い相手の順にベストの布陣から

レギュラー等落選上の選手を試してゆくアレンジをすればよいのに、九大の

場合は学生だけではそこまでのマネージメントは荷が重いようだ。しかし、

いずれにせよ対戦がクロスしている大学同士は意識しあっていることは確

かだ。 

 
 

昨今、大学ラグビーも私立大学に於いては、経営戦略の一環としてアメリ

カ大学スポーツ並みに広告塔としての機能を持ち、実力的にも“プロ予備

軍”としての様相を見せ始めている。このような状況の中、各地域において

国公立、とりわけ体育推薦枠を持たない総合大学が大学選手権に出場するの

は極めて困難な状況であることは誰しもが認める所であろう。このような現

状で各地域の国公立大学のモチベーションをいかに保つのか？やはり何ら

かの形で頂点を極める、というチャンピオンシップスポーツとしての体裁を 

成すため、私自身は夏の菅平で国公立強豪チーム同士の対抗戦という形を導

入できれば良いのではないか、と考えている。時期や参加チーム、はたまた

マネージメントの問題もあり非公式な形とならざるを得ないだろうが、少な

くとも参加可能なチームがその時点でのベストメンバーをお互いに組み、相 
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互に３試合程度を勝敗にこだわるゲームが行え、そして試合後に交歓会を開

き、その後の秋シーズンのお互いの地区での健闘を誓い合う場ができれば、

と感じる。 

 
 

新しい時代の流れに対応し新しい価値観を創出する。有名私立大学のやり

方に憧れたり疑問を投げかけるのではなく、自らより魅力的な価値観を作り

上げてゆくことこそ国公立大学関係者がこれから考え行動してゆかねばな

らないことだと感じる。以前、８大学関係者で確か“国公立大学ラグビーの

あり方”というシンポジウムが開かれ、私もパネラーとして参加させていた

だいた。あのシンポジウムの根底に“強豪私立大との差が開くなか、国公立

ラグビーのステータスをなんとかしなければ”との各大学の意思を感じた。

どういった形がベストなのか、様々な試みを継続して行く中でしか理想に近

い形はできないかもしれない。その為のとっかかり、環境作りを８大学関係

者で進めて行ければ、実質的にも８大学の活動の継続的な発展にもつながる

と感じる。まずは相互に対戦のある、北海道・名古屋・九大で形を作り、あ

と新潟・神戸・阪大あたりを引き込んで基本形を作れば、恐らく参加を表明

する大学は出てくると思う。８大学に参加している全ての大学が参加できる

わけではないかもしれないが、日本協会、関東協会とも関係が深く、全てが

国公立大学の集まりである 8大学ならばリーダーシップをとって何らかの

体制作りはできると感じる。これを読んで賛同される方がいれば、是非とも

考慮いただきたい。 

 

以上 
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厳しい坂道でも踏ん張りを 

帯広畜産大学 

緑白クラブ 

 

ここ十勝もご多分に漏れず暖冬でした。雪は例年の半分くらい、零下２０度

を超えることもなく春を迎えています。４月になってから、３月の中旬の頃

の陽気で十勝は春をじっと待っている状態です。 

世界にひとつしかないバンエイ競馬が生き残り、バンエイの経営と馬の文化

論に沸き、帯広からの情報が結構多くなってきているのではないでしょうか。

知っているＮＨＫの記者がさっそうとレポートをする映像を見ているとす

ごいなあという感じです。ＮＨＫの記者で思い出しましたが、夕張のレポー

トの記者もいい男です。 

 
しかし、足元に目を移せば今年はしんどい、辛い、もっとエネルギーを。昨

年に１部から２部に転落して、今年は１部復帰が全て。どうするか。 

基本的には現役自身が考えたり、行動しないと強くはならないと思う気持ち

とは裏腹に口や手を出してしまいます。今は新人のリクルートで忙しく、ま

たグランドが十分に固まっていないので芝が痛むなどで練習ができない条

件にあります。できる限り早く練習を開始する予定にしています。 

２月に自分たちのおかれている位置を確認して、課題を把握するために強み

と弱みを各人１０項目づつ出し合って広くディスカッションしました。出て

きた内容はシーズンオフのためかプレーよりもチームワークや人間関係が

多かったことには驚きを禁じ得ませんでした。これをどのように評価して良

いか迷っています。率直に言えば、明らかに同好会になりつつあるし、本当

にやる気や厳しさがあるのかと言いたくなります。しかしそれは言えないつ

らさ。逆に言えば、チームワ－クも良くどこかのきっかけでやる気が溢れる 

素晴らしいチームに成長する可能性を秘めています。 
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同じ大学にいながら、チームを見る時間がない、忙しい。土日はどうか。こ

れも思案をしながら練習を見に行けないもどかしさ。今年はこれを変えてみ

るしかないと思う気持ちと裏腹に１日が過ぎ去ってゆく。どこかに解決策を

見いだしてゆくことが大切です。 

まず年間のスケジュールを立ててこれに基づいて練習計画をしっかりと組

み進行することにします。この中において横井様にコーチをお願いしたいと

思っており、日程をなるべく早く立てます。地域のＯＢの活用も重要と判断

しています。今年の全国クラブ選手権はタマリバと戦ったバーバリアンズに

所属している現役プレヤーもいるし、年末に札幌に転勤してきたコーチもい

るので彼らの協力の下に強くなりたい、否強くなる。 

今年はしんどい。このしんどさを大切にして頑張ればきっと１部に復帰でき

ると信じています。悔しい。これも大切なバネです。この重圧に負けないよ

うにＯＢと現役が一体となって１部復帰に向けて進みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
山の上クラブについて 

 
名古屋大学（Ｈ１３年度卒） 神野 将志 

 

 名古屋大学ラグビー部のＯＢは若手を中心として「山の上クラブ」という

クラブチームを作り、主に愛知県で活動をしている。 

 「山の上クラブ」は、そもそも現役の活動を応援するため、ＯＢが金銭的

に現役を支援するだけではなく、時には練習相手、試合相手になる等して、

現役を支援することを目的として結成された。したがって、連盟の大会にも

出場しているが、年間の主な活動として、春、夏に現役と試合を行っており、

その他にも、試合に出られない現役のＢチームの選手のレベル向上を目的と

して、現役のＡチームがリーグ戦を戦っている間、Ｂチームと試合をするこ

ともある。 

 
 この山の上クラブは、結成されてからまだ数年しか経過していないが、

様々な点が見えてきたので、それを報告しようと思う。 

 まず、山の上クラブを結成して良かった点として、その結成の年から、現

役チームが東海学生リーグの１部リーグに昇格することができた点が挙げ

られる（当然現役チームの頑張りが一番大きいのだが）。 

 ＯＢがクラブチームを作って活動していることと、現役が活躍しているこ

とに相関関係はないかも知れないが、山の上クラブを結成した辺りから現役

チームは確実に強くなっており、山の上クラブ結成の意義は少なからずあっ

たのではないかと満足している。 

 さらに、山の上クラブは、卒業してから職場の関係で離れてしまうＯＢ同 

士の交流の場にもなり、また、自分達が出場する大会では、学生時代のよう 
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に熱くプレーをすることもできるという点も、山の上クラブを結成して良か

った点として挙げられるだろう。 

 一方、山の上クラブには、問題もみられる。社会人クラブチームのほとん

どに共通する問題であろうが、チームの運営、練習にかけられる時間が少な

い、試合会場から非常に遠い部員が沢山いる（新幹線で試合に参加すること

もある。）等である。 

 しかし、山の上クラブが直面している最大の問題は、「世代交代」ではな

いかと考えている。クラブを運営している幹事も選手も、既に４年間も同様

なメンバーでやっているが、このままでは、山の上クラブは、いつか存続の

危機に直面することになるだろう。幹事は同一の部員に負担が集中している

し、選手の年齢層があがってしまうとチームのレベルも現役チームと対等に

練習、試合ができる程度に維持することが難しくなることも当然予想される。

学生と違い「卒業」がない社会人では、世代交代をいかに実現させるかが、

とても大切ではないだろうかと考えている。 

 卒業年次の近いＯＢが集まってクラブチームを作り、数年は活動するがそ

れ以降、新入部員が集まらず、消えていってしまうという話をしばしば聞く。

しかし、山の上クラブには、そのようなグラブチームになって欲しくない。

現役チームと共に、何十年（できれば百年以上）も発展させていきたいと思

っている。 
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セカンドキャリアへの道と健康管理 
 

                  長崎大学 1947 年卒 伊藤 正 
 

 本号に間に合ったので書かせて頂きました。私ごとですが、2007 年 3 月 
団塊世代の初年生として定年の年齢を迎えました。以前から考えていた通り、

自分の生計の足しになりつつ新たな道で他の方々のお役に立ちたいと一旦

定年退職をしました。現在はこのための国家資格を取得すべく勉強中です。 
 
 毎日の通勤をしなくなってすぐに気が付いたのは、まず体重管理が難しい

ということです。私は 2001 年 9 月に菅平での不惑大会で重傷の骨折をして

から身体に負荷の大きい運動はドクターストップされているので体調管理

には日頃十分に気をつけているのですが、電車に揺られ、主に会社内で歩き

回っていたのが、昨年 11 月からセカンドキャリア制度で勉強体制に入って

からは特に電車に乗るのが極端に減ったことで、ここ 1 年アルコールの摂取

は皆無とし食事も以前より少なく守っていても、黙って 4kg 増えてしまいま

した。ようやく最近落ち着いて従来の線に近づいてきました。 
 
 私は以前より体質の維持には、筋力系と循環系の維持が大切と考えていま

す。それらは特に現在では一度に大きいエネルギー消費でつけを挽回し整え

ようということが出来ないので、日常の僅かな機会を生かして、歩く、階段

を上り下りする、ゆっくり長く泳ぐ、自然の外気に合わせる（寒さへの耐力

をつけるために１年を通して水シャワーと半袖生活）などを行なっています。 
 
 荷物を整理していたら昔の写真（添付）が出てきました。1971 年頃成城

学園大学グラウンドでの九州大学との試合で、ボールを持っているのが私で 
タックルに来ているのが彼の現在 91 歳世界で最高齢の現役プレーヤー守田

さんです。この試合では守田さんと 2 回対峙しましたが、最初は見事にタッ

クルで倒されてしまいました。この守田さんが最近でも良くおっしゃってお

られる「元気で続けるには無理をせにゃならんのですよ」のお言葉がまさに

健康であり続けるためには大切と考えています。循環系と書きましたが、先

の重傷で人間の血管系が実に良く出来ていることに本当に驚きました。毛細

血管が体中に張り巡らされていて酸素供給やばい菌や毒素を取り除く、従っ



て血液が回らなくなると大変なことになる。この大変を引き起こす要因が血

栓です。喫煙や過剰な塩分や油脂の摂取がその原因を作り、柔軟性のない血

管ではそれが耐えられなくて影響を受ける。これからの年代では特に改善を

積極的に図らねばならない点と思います。反対に、焼酎のお湯割り１杯は 
毎日飲んでも寧ろ飲まないより健康に役に立つんだと、内緒の話よと健康相

談に来たベテラン看護師さんが教えてくれました。私はそのことは本当だと

信じています。現在はセカンドキャリアへのスタートラインに立つことがで

きる迄は自主禁酒中ですが、今年 9 月には復帰して皆さんと一層楽しくお付

き合いをさせて頂きたいと思っています。 
 

今後の私の視野には、上述する原因による症状で苦しんでおられる方や、

そうならないように理解して日々努力をして頂けるように、支援することが

あります。是非、八大学ラグビーOB 会の皆さんもいつまでもお元気でラグ

ビーやご家族ご友人との生活を楽しんで頂けますように、喫煙の禁止、適切

な楽しいお酒の楽しみ、を今から仕切り直しで実行しましょう。こればかり

は少しずつでは変えられるものではありません。今から変えるよ、１・２の

３、パーンと一拍子、でやらなければだめです。払った健康保険料を後で取

り返せなくても、健康で居る方が遥かに幸せです。貴方が現在どんなに幸せ

かを考えて、ご自分の努力や周囲へのご支援を一層宜しくお願い致します。 
 

 
1971 年頃の長大－九大戦（成城学園） 

ボールを抱え前進するのが伊藤、タックラーは九大守田さん 
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編集後記 

                  九大 １９７１年卒 丸田 堅次 

長崎大学の伊藤正氏のご努力で、ホームページが完成し、過去 2年分の「菱」

がいつでも見れる状態で掲載されています。 

2006 年度の「菱」も 5月 19 日（土）の大会開催までにホームページへの掲

載は間に合いそうです。伊藤さん、よろしくお願いします。 

また、小樽商科大の酒井さんに小冊子を作って戴きます。 

このような形で関係者のご努力、ご協力に改めて感謝いたします 

今回は九州惑大会（佐賀市で開催）とスケジュールが重なり 5月 19 日に皆

様とお会いできませんが、次回お会いできることを楽しみにしています。 

２００７．５．３ 

追：今回の表紙及び各ページのカットは、例年通り、北海道大学昭和 31 年

卒の中村和夫氏より提供いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


