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ご挨拶 

 この度、数多くのみなさまのご支援により「日台
キッズラグビー交流2014」を開催できますことを大
変喜ばしく思います。 
 2012年に開催いたしました第一回目となります
「日台キッズラグビー交流2012」では、日本と台湾
の子どもたちの笑顔が溢れ出す場面が数多く見られ
ました。その中でも、被災直後の釜石の子どもたち
の笑顔は、私たち日台交流実行委員会メンバーに
とってかけがえのない財産となりました。私たちは、
彼らが大好きなラグビーを楽しくプレーする中で異
国の友人たちと心と心を通じ合わせる瞬間も目にし
ました。このような経験から、品位、情熱、結束、
規律、尊重といったラグビーの特徴が人種、民族、
宗教、そして言語に代表される異文化を越えて人と
人とを繋げる力を持つことを実感したのです。 
 人と人との繋がりは、集団と集団、社会と社会の
繋がりとなり、ひいては、国と国との繋がりに発展
します。つまり、本交流は、子どもたちが良きパー
トナーとしての関係を築き、台湾と日本の友好親善
を進める機会となるのです。私たちは、このような
台湾と日本のより強い紐帯を生み出す試みを継続さ
せていきたいと考えております。 
 最後に改めて、本交流の実現に際してご支援くだ
さいました多くのみなさまに感謝申し上げますとと
もに、本交流の継続化に向けて引き続きご支援を賜
りますようお願い申し上げます。 
  

日台交流委員会代表 向山昌利 

 釜石シーウェイブス、太平國小のみなさん、こん
にちは。 
 日本の東北地方を襲った東日本大地震から３年が
たちました。 
被災地の復興は少しづつ進んでいると聞いています
が、被災した皆さんの心の傷や生活の苦労はまだ続
いていると思います。 
 私たちは東北の皆さんが少しでも明るくなれるよ
うに協力していきたいと思います。そして東北の皆
さんがこれまでたくさんの支援をしてくれた台湾の
みなさんに感謝の気持ちを伝えたり、交流を深める
ことができる機会を作りたいと思っています。 
 台湾と日本の子供たちが仲良くなって、これから
もお互いに助け合える友だちになれることを祈って
います。 
 最後になりましたが、たくさんの皆さんがこのイ
ベントに協力していただいたことに改めて感謝いた
します。 
 
 

FVEWOODS代表 鎌田一宏 



 本プロジェクトは、ラグビーをとおして日本と台湾の子供たちが文化の壁を越えて友情を育み、将来に
わたって交流を深めるときっかけとすること、同時に3.11東日本大震災で被災した釜石の子供たちが笑
顔を取り戻せる機会にしたいとの思いから企画されました。 
 
 2012年3月の第一回日台キッズラグビー交流は、在台日系企業20社、個人の皆様、台湾企業、台湾の

基金会、中華民国橄欖球協会などから多大なる協賛を得ての実現しました。このキッズラグビー交流で、
日台の子供達はラグビーの精神「Ｏｎ ｆｏｒ Ａｌｌ， Ａｌｌ ｆｏｒ Ｏｎｅ」を体感し、双方に深い友情が芽生え大
きく成長しました。 
  
 この様な有意義なプロジェクトは将来に亘って是非継続していきたいと、今回第2回目のラグビー交流
が企画され、前回同様、数多くの皆様のご賛同とご協力を得て実現の運びとなりました。ラグビーを通し
て、日台の子供たちがお互いを理解・尊敬しあい、将来に亘って日本と台湾の友好関係をますます発展
させていくこと期待しています。また、今後もより多くの子供たちがこの様な貴重な体験をすることが出来
るよう、3年おきを目途に継続的な実施を企画していきたいと考えております。 

プロジェクトの概要 

【 日程 】 
  2014年3月20日（木）～23日（日）－3泊4日 
  
【 開催場所 】（交流試合およびラグビークリニック） 
  台北市政府体育局百齢河川敷公園ラグビー場 
  （台北市政府體育局百齡河濱公園橄欖球場） 
  住所： 台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸 
 
【 主催 】 
  日本人会体育厚生部会 
  同ラグビー同好会 Taiwan Japanese Rugby Football Club “FIVEWOODS” 
 
【 企画・運営 】 
  日台交流委員会 
 
【 後援 】 
  台北駐大阪経済文化弁事処 
  公益財団法人交流協会台北事務所 
  社団法人台灣日本人会 
  台北市紅十字會 
  中華民國橄欖球協會／台北市體育總會橄欖球協會 
  日本ラグビーフットボール協会／岩手県ラグビーフットボール協会 
  釜石市／釜石市教育委員会 



日台交流委員会紹介 

【 設立目的 】 
本会は、我が国だけでなく台湾の人々に対して、スポーツを活用した諸活動を通じ、健全な心身
の創出、活力に満ちた社会の創造、スポーツが持つ社会的価値の発信を実現し、幸せな生活の
獲得に寄与する。 

  
【 活動領域 】 

（１） 社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動 
（２） 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 
（３） 国際協力の活動 
（４） 子どもの健全育成を図る活動 
（５） 上記に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関わる連絡、助言または援助の活動 

  
【 所在地】 

〒６１０－０３６３ 
京都府京田辺市東鍵田１８－９ 
  ＴＥＬ： ０７７４－３９－７７８０ 

 
【 組織 】 
    

代表 向山昌利  
（元ラグビー日本代表／スポーツデザイン代表） 

幹事 長澤晶太郎 
（株式会社ＧＢプロモーション） 

委員 牛山啓二 
（FIVEWOODS九州支部長） 

委員 山本英治 
（長瀬産業株式会社） 

委員 及川勝加 
（釜石シーウェイブスＲＦＣ） 

委員 増田久士 
（釜石シーウェイブスＲＦＣ） 



スケジュール 

3月20日(木) 
    午後  台北到着 

    夕方  亜東関係協会表敬訪問 

    夕食  台湾日本人会/FIVEWOODS主催歓迎会 

 

3月21日(金) 
    終日  烏山頭ダム＋台南市内研修観光 

    夕食  東立物流呉董事長主催晩餐会 

 

3月22日(土) 
    午前  太平小学校との交流会 

         ラグビークリニック、交流試合 

    昼食  方仁恵氏＋日本人会/FIVEWOODS主催 

         両校生徒交流昼食会 

    午後  淡江中学ラグビー博物館見学 

         淡水観光 

    夕食  中華民國橄欖球協會主催送別会 

 

3月23日(日) 
    午前  台北出発 

 

One for All, 
 All for One 



チーム紹介 

氏 名 年齢 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 一言 

 新田 壮吾 
 Nitta Sogo 

11 CTB 
 みんなのリーダーとしてしっかりまとめる 
 隊長要好好的帯領大家 

 鈴木 玲音奏 
 Suzuki Reona 

12 FW 
 小学校最後の試合なので頑張りたい 
 因為是最後的比賽、我想加油 

 佐藤 遥斗 
 Sato Haruto 

12 SO 
 友達をたくさんつくりたい 
 我想認識很多朋友 

 金浜 佑紀 
 Kanehama Yuki 

12 FW 
 小学校最後の試合を楽しみたいです 
 因為是最後的比賽、我很期待 

 高田 幸平 
 Takada Kohei 

11 FW 
 相手と味方をよく見てプレーする 
 對手和隊友一起比賽 

 佐々木 快 
 Sasaki Kai 

10 HB 
 いろいろと楽しむ 
 相當期待 

 佐々木 瑞紀 
 Sasaki Mizuki 

11 FW 
 タックルで相手をたおす 
 阻擋對手 

 松田 善道 
 Matsuda Zendo 

10 CTB 
 タックルをこわがらずに完璧に決める 
 不害怕阻擋打倒對手 

 及川 勝陽 
 Oikawa Masahi 

10 HB 
 トライをする。台湾でたくさんの友達をつくる 
 達陣。在台湾我想認識很多朋友 

 小笠原 青 
 Ogasawara Ao 

10 SO 
 試合を頑張る 
 比賽加油 

 佐藤 蓮晟 
 Sato Rensei 

10 FW 
 試合を頑張りたい 
 比賽我想加油 

 八幡 大歩 
 Yahata Hiromu 

10 CTB 
 試合で勝ちたい 
 我想獲勝比賽 

 佐藤 優和 
 Sato Yuna 

10 WTB 
 おいしいごちそうが食べたい 
 我想吃美食 

 金浜 百花 
 Kanehama Moeka 

10 WTB 
 観光を楽しみたい 
 我很期待観光 

コーチ 
  
 及川 勝加 
 佐々木 豊 
 和野内 淳 
 
父兄 
 
 高田 幸成 
 佐々木 久美子 
 松田 宇善 
 和野内 颯太 



チーム紹介 

氏 名 年齢 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 一言 

 蔡 向圖 
Cai Xiang-Tu 

12 BK 
 コービー・ブライアントのようなバスケ選手になりたいです 
 我要跟Kobe Bryant一樣強的籃球員 

 沈 睿宇 
Shen Rui-Yu 

12 BK 
 得点王になりたいです 
 我要成為得分王 

 葉 承憲 
 Ye Cheng-Xian 

12 BK 
 強くて早い有名なラグビー選手になりたいです 
 我想要跟金剛一樣壯，獵豹一樣快，術為最出名的橄欖球員 

 謝 昕安 
 Xie Xi-An 

12 BK 
 トライ王になりたいです 
 我要當達陣王 

 陳 韋亨 
 Chen Wai-Heng 

12 BK 
 トライ王になりたいです 
 我要當touch王 

 吳 仲勳 
 Wu Zhong-Xung 

12 BK 
 バスケをもっとうまくなって代表になりたいです 
 希望我的籃球可以再進步，以後可以出國比賽 

 鎌田 拓真 
 Kamada Takuma 

11 BK 
 頑張ります 
 我一定會努力的 

 陳 瑨偉 
 Chen Jin-Wei 

12 FW 
 ラグビーをもっとうまくなって将来代表になりたいです 
 我希望我的橄欖球變強，長大後要當橄欖球國手 

 王 暐翔 
 Wang Wai-Xiang 

12 FW 
 努力して練習し体力をつけて試合に出ます 
 我要努力的練習，希望我的體力變好，可以上場比賽 

 呂 侑憲 
 Lu You-Xian 

12 FW 
 もっとラグビーがうまくなりたいです 
 希望我的橄欖球可以再進步 

 陳 馬可 
 Chen Ma-Ke 

13 FW 
 将来は優秀なサッカーとラグビーの選手になりたいです 
 我長大後要位優秀的足球及橄欖球運動員 

 李 嘉維 
 Li Jia-Wei 

12 FW 
 チームメイト陳馬可君に勝って太平小で一番上手な選手になり
たいです 

 我要打敗我同學陳馬可，成為太平最好的運動員 

 陳 凱翔 
 Chen Kai-Xiang 

12 FW 
 勝ちたいです 
 我要贏你們 

コーチ 
  
 葉 志隆 
 陳 浩銘 
 嚴 翔樺 



「台湾ラグビーの父」  陳清忠／ちんせいちゅう（1895－1960年） 
 

キリスト教の牧師の子として台北で生まれました。18歳から26歳まで日本の旧制同志社中学（現在
の同志社高校） 、同志社大学に留学しました。留学中にラグビー部に所属し、大学2年生の時には

同志社大学の全国優勝に貢献しました。その後同志社大学ラグビー部のキャプテンを務め、外国人
チームに勝利するなどして日本で有名な選手になりました。 

 

1920年に大学を卒業した後は台湾にもどり、1921年に母校の淡水中学（現在の淡江高中）に英語教
師として赴任しました。 

 

1923年、台湾で第一号となるラグビーチームを淡水中学で結成しその育成に努めました。陳さんが
育てた淡水中学は、外国人チームなどにも引けをとらない強豪となり、その後10年間も無敗を続け
ました。 

 

第二次世界大戦が終わり日本人がいなくなった後は、台湾のラグビーは一時勢いをなくしましたが、
陳さんの努力により、戦後わずか2年目の1946年には台湾の全国ラグビー大会が開かれるまでにな

りました。陳さんはその時のレフリーを勤めました。また、同じ年に台湾全国大学ラグビー大会も開
催されました。 

 

1947年には台湾ラグビー協会を設立し、台湾のラグビー発展に貢献しました。この台湾ラグビー協
会は、台湾のスポーツ協会の中で一番早く設立されたものになりました。 

 

その後も台湾や外国で行われる数々のラグビー大会に多くのチームや選手を派遣し、台湾ラグビー
の黄金期を支えました。このことから、「台湾ラグビーの父」と呼ばれ。現在も多くの人たちに尊敬さ
れています。 

 

「不世出の名ラガー」  柯子彰／かししょう（1910－2002年） 
 

台湾出身で中国大陸福建省で育ちました。13歳で来日し旧制同志社中学に進学しラグビー部のメン
バーとして3年連続全国優勝に貢献しました。 

 

同志社中学を卒業後は、早稲田大学に進学し、同大学ラグビー部で活躍しました。1930年（昭和5
年）には、初めて結成されたラグビー日本代表のカナダ遠征選手に選ばれました。また、1934年(昭
和9年)の豪州学生選抜戦では、23歳の若さで日本代表のキャプテンを務め、これは現在にいたるま
で歴代日本代表の最年少キャプテンとして記録されています。 

 

大学4年生のときには早稲田大学ラグビー部のキャプテンになり、早稲田ラグビーが得意とする、

「揺さぶり戦法」を生み出しましました。昭和初期の早稲田ラグビー黄金期を飾る名プレーヤーとして
有名になり、日本代表CTBとして4キャップを得ました。当時のラグビー界では、「柯子彰の前に柯子
彰なく、柯子彰の後に柯子彰なし」と言われました。 

 

早稲田大学を卒業後は、満州鉄道に勤務し、そこでもラグビーの普及に力を尽くしました。第二次大
戦後は台湾に戻り、台湾でラグビーを広めるために生涯をささげました。 

トピックス －台湾のラグビーについて－ 



八田與一／はったよいち（1886～1942年） 

 石川県金沢市出身の水利技術者で、台湾が日本に統治されていた時代に多くの水道や水路を整備した
り、ダムを建設したりして台湾の発展に貢献しました。 

 特に、台湾南部の嘉南平野（かなんへいや）に農業用水を送るための大きなダム（烏山頭ダム）と総延長
16,000kmにおよぶ長大な水路設備を10年がかりで建設し、それまで農業に不向きだった嘉南平野を、一大
農業地帯にすることに成功しました。 

 1942年5月8日に政府の命令で、日本郵船の大洋丸に乗船して、フィリピンに向かう途中、アメリカの潜水
艦の攻撃を受け、船は沈没、八田技師は亡くなりました。 

 八田技師の業績は今でも台湾の人々にとても感謝されていて、毎年5月8日の命日には慰霊祭が開かれ
ています。また、八田技師の功績は台湾の教科書でも紹介されています。 

   

児玉源太郎／こだまげんたろう（1852～1906年） 

 山口県出身。旧日本陸軍の軍人で政治家。日本が台湾を統治していた時期の第4代の台湾総督。総督
だった8年の間に数々の政策を実行して台湾の近代化を進めました。おもな政策は鉄道や港の建設、通貨
や単位の整備、医療制度の改革、下水道の整備、衛生状態の改善などです。後藤新平や新渡戸稲造など、
優秀な人材を多く起用してこれらの事業にあたらせました。 

  

後藤新平／ごとうしんぺい（1857～1929年） 

 岩手県出身の医師で役人、政治家。第4代台湾総督の児玉源太郎に抜擢されて1898～1906年の間、台
湾総督府の民政長官をつとめました。当時の台湾は日清戦争のあとに日本に組み込まれたばかりで、政
治や法律、経済、社会制度などが十分に整備されていませんでした。そこで彼は、台湾の状態を細かく調
査して問題点を見つけ出し、経済や法律、社会制度などの改革を次々と実施して、現在に繋がる台湾の近
代化の基盤を作り上げました。 

 台湾での仕事の後は日本に帰って、外務大臣や外務大臣、郵政大臣、大学の学長などを勤めて活躍し
ました。 

  

新渡戸稲造／にとべいなぞう（1862～1933年） 

 岩手県出身の農学者で教育者、哲学者。後藤新平に招かれて台湾総督府の殖産局で技師として働きま
した。台湾では砂糖やさつまいもの生産に力を注ぎ、現在に繋がる台湾の農産業の発展に貢献しました。 

 優れた教育者、哲学者でもあり、1900年には「武士道」という、日本人の精神について書いた本を英語で
出版し、この本は世界中でベストセラーとなり、現在でも読み継がれています。日本に帰国した後は、大学
の教授や学長、国際連盟（現在の国際連合）の事務次官などを勤めて活躍しました。 

  

明石元二郎／あかしもとじろう（1864～1919年） 

 福岡県出身。旧日本陸軍の軍人で第7代の台湾総督。在任中に電力会社や銀行を設立したり、教育改
革を実行したりしました。仕事で生まれ故郷の福岡に戻っているときに病気で亡くなりましたが、台湾に
葬って欲しいと遺言を残していたので台湾に埋葬されました。歴代総督で唯一、任地である台湾に埋葬さ
れた人物です。 

  

羽鳥又男／はとりまたお（1892～1975年） 

 群馬県出身。第二次世界大戦末期の1942～1945年の三年間、台南市の市長を務めました。台南市には
歴史的に重要な建物やお寺などが数多くありますが、戦争の終わりごろの混乱や経済的に苦しい中、これ
らの文化財を修復し保存することに力を注ぎました。そのおかげで台南市では、「赤嵌楼（せっかんろう）」
や「台南孔子廟（たいなんこうしびょう）」、台湾最古の釣鐘など歴史的に重要な文化財が現在も残されてい
ます。台湾の人たちはこのことに大変感謝しており、羽鳥さんの銅像が赤嵌楼に置かれています。 

トピックス －台湾で活躍した日本人－ 



協賛企業一覧（台湾） 

香港商亜洲信息網絡有限公司 

台灣伊藤忠股份有限公司 

台精精密股份有限公司 

台灣岡谷股份有限公司 

台灣丸紅股份有限公司 

台灣三井物産股份有限公司 



協賛企業一覧（台湾） 

台灣三菱商事股份有限公司 

中鹿營造股份有限公司 

忠創科技股份有限公司 

日商日本郵船股份有限公司台北分公司 

日商三菱東京日聯銀行 

H.I.S. TAIWAN Co., LTD 



協賛企業一覧（台湾） 

台灣伊藤忠丸紅鉄鋼貿易股份有限公司 
 

台灣欧姆龍股份有限公司 

 
 

台灣長瀬股份有限公司 日商東京海上日動火災保険 



個人協賛の皆様（敬称略） 

南山ロータリークラブ有志一同 
 

（ 萩谷、譚凱元、龔俊彦、林隆毅、 
張淑芬、歐元韻、林秀瑩 ） 

日本人会ラグビー同好会 
TJRFC FIVEWOODS有志一同 

 
（西海石、野村、鳥居、川島、 
 中谷、下村、瀬本 ） 

みずほ銀行台北支店有志一同 
 

 

（馬場、波多野、檜原、安本、西澤、古田、石原、川副、 
 堀瀬、川上、竹口、斉藤、大森、辻野、栗村、田中） 

台灣住友商事股份有限公司有志一同 
 

（石塚、大坂、古川、村山、三村、加藤、尾崎、水品、 
 高内、山本、浦寺、西村、増田） 



個人協賛の皆様（敬称略） 

松下產業科技股份有限公司有志一同 
 

 （川出、三原、朝岡、戸祭、三好、増井、笠井、伊藤、 
  村岡、真木、佐藤、島本、坂本、高橋） 

大成建設有志一同 
 （仲谷、助川、鐘、大関、山本、稲葉、中野、大濱、 
  辻上、川北、岩井、荘子、小坂） 

西湖高工橄欖球OB會有志一同 
(王克成、簡佰翔、江聲漂、楊孝偉、翟羽、陳有村、鄭世昌) 

台灣伊藤忠股份有限公司一同 
（坂井、塚本、堀内、細野、鎌田） 

建國中學橄欖球校友會 上田 浩史 

田中 秀樹 丸山 裕之 

亀田 隆博 藤田 桂子 



個人協賛の皆様（敬称略） 

台灣岩手県人会 月天心餐廳 

島 一範 
井口 貢 

日野 基 
橋本 弘 

御代櫻有志一同 佐藤 邦彦 

山本 幸男 上阪 克之 

瀬戸 浩之 青山 滋彌 

鈴木 潤 



協賛団体（日本） 

JRFUラグビーファミリー支援金 

亜東親善協会 

株式会社ストロングハート 

全三菱ラグビーフットボール倶楽部 

日台スポーツ・文化推進協会 

共栄船渠株式会社 



• 蔡 焜燦 
 
• 清水 旭 
 
• 方 仁惠 
 
• IL Cielo 
 
• 東立物流股份有限公司 
 
• イトウ製菓株式会社 
 
• 台湾観光協会・東京事務所 
 
• 中華民國留日東京華僑總會 

ご協力いただいた方々（敬称略） 




