
　2019年、日本で開催されたラグビーワールドカッ
プは世界各国の代表チームによる熱戦や日本代表の大
躍進などが日本中に大きな感動を与えました。日本ラ
グビー界が大きな盛り上がりを見せている中、市は国

※写真は一部を除きトヨタ自動車ヴェルブリッツより提供していただいています。
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みよしを盛り上げる緑の風雲児たちみよしを盛り上げる緑の風雲児たち
我らトヨタ自動車ヴェルブリッツ我らトヨタ自動車ヴェルブリッツ

内ラグビーのトップリーグに所属するトヨタ自動車
ヴェルブリッツ（トヨタ自動車ラグビー部）（以下ヴェ
ルブリッツ）と相互支援協定を締結しました。今回の
特集では、ヴェルブリッツの魅力を紹介します。
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　市とヴェルブリッツは地域社会におけるラグ
ビー文化の振興やヴェルブリッツの応援など相
互に連携・協力することで、ラグビーを通じた
活力ある個性豊かなまちづくりを推進します。
そのために両者がそれぞれに持つ資源を活用し
た事業や、ラグビーに関する教育、人材の育成
に関する事業などを実施していきます。

　10月21日に相互支援協定締結式が行われ、小
お の だ

野田賢
け ん じ

治
市長とヴェルブリッツ部長上

う え だ
田真

しんいち
一さんが協定書に調印し

ました。小野田市長は「子どもの健全育成など、ラグビー
を通してさらなるまちづくりの推進に努めたいです」とあ

相互支援協定を締結しました

いさつ。上田さんは「連携を
強化し、ラグビーを通して子
どもたちの成長と地域の活性
化に貢献したいと思います」
と話しました。

相互支援協定について
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ヴェルブリッツとは
　ヴェルブリッツは、1941年にトヨタ自動車のラグビー
部として創部。国内最高峰のラグビーリーグであるジャ
パンラグビートップリーグで戦っています。チーム名の
ヴェルブリッツは、VERDE（イタリア語で緑）とBLITZ（ド
イツ語で稲妻、力強さ）を合わせたもの。緑はトヨタ伝統
のジャージカラー、稲妻は日本ラグビー界の発展への祈り
と、常にトヨタが世界を驚愕させる先駆者、力強い風雲児
であることを表しています。

ヴェルブリッツマスコット
ライガーくん

ヴェルブリッツチーム紹介ヴェルブリッツチーム紹介

風神雷神の雷神をモチーフに
したマスコット
年齢 2億7万歳くらい
出身地 雷雲の中
趣味 ヴェルブリッツの応援

各国代表を擁するチーム

新シーズンのキャプテンは2人体制

茂
しげの
野海

かい と
人選手 キアラン・リード選手

　ラグビーは世界各地で行われているスポーツです。ヴェ
ルブリッツにも、日本だけでなくニュージーランド、オー
ストラリア、南アフリカなど各国代表の選手たちが在籍し
ており、世界トップレベルのプレーを繰り広げています。

▲日本で開催のラグビーワールドカップ2019日本代表の茂野
選手。大会後には小野田市長を表敬訪問されました。

　2021年シーズンのキャプテンは日本人選手
と外国人選手の2人体制。日本代表の茂野海人選
手、ニュージーランド代表のキアラン・リード選
手という両国の代表選手がチームを牽引します。
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　ヴェルブリッツには市内のトヨタ自動車の
工場に在籍する選手や市内在住の選手など、
市にゆかりのある選手が多く所属。防犯教室
や登下校の見守り活動、マスクの寄付など地
域貢献活動にも積極的に参加しています。プ
レー中は強面でも、ひとたびフィールドを離
れれば優しく親しみやすい選手たち。選手た

▲新型コロナウイルス対策としてマスクの寄付

ライオネル・クロニエ選手

ウィリー・ルルー選手

▲緑丘小学校の防犯教室に
参加

地域に身近な存在
得点方法は４種類

トライを決めた後に与えられる
ボーナスキック

相手が反則をした際に与えられる
キック

プレー中にボールをワンバウンド
させて蹴るキック

2点■コンバージョンゴール

3点■ペナルティゴール

3点■ドロップゴール

ボールがゴールのクロスバーを越えると得点

キックによる得点

5点■トライ
相手陣地のゴールの地面にボール
を着けると得点

知っていると面白いラグビー講座

　試合終了の合図として使われる言葉である「ノーサイド」。
他国では一般的に「フルタイム」と言いますが、日本では試合
が終われば敵も味方も区別なくお互いの健闘を称え合う精神
を指す「ノーサイド」が現在も使われています。

試合が終わればノーサイド

▲前線で体を張るフォワード
◀後方からトライを狙うバックス

　15人でプレーするラグビーは大きく分けてフォワードと
バックスの2つのポジションがあります。フォワードは体が
大きい力持ちの選手、バックスは足の速い機敏な選手が主に
担っています。それぞれの役割に応じたさまざまな特徴を持
つ選手の活躍が楽しめる競技です。

15人の個性豊かな選手たち

ちも皆さんと触れ
合えることを楽し
みにしているの
で、イベントなど
で見かけたとき
は、ぜひ声を掛け
て選手との交流を
深めてください。
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選手にオンラインインタビュー選手にオンラインインタビュー

選手選手川川
かわにしかわにし

西西    智智
ともはるともはる

治治
1987年9月25日生まれ1987年9月25日生まれ
ポジション：フッカーポジション：フッカー
ニックネーム：かわちゃんニックネーム：かわちゃん

選手選手茂茂
し げ のし げ の

野野    海海
か い とか い と

人人
1990年11月21日生まれ1990年11月21日生まれ
ポジション：スクラムハーフポジション：スクラムハーフ
ニックネーム：カイトニックネーム：カイト

選手選手秋秋
あきやまあきやま

山山    大大
だ い ちだ い ち

地地
1996年11月14日生まれ1996年11月14日生まれ
ポジション：ロックポジション：ロック
ニックネーム：アッキーニックネーム：アッキー

ー新シーズンを控えてチームの状
態はいかがでしょうか。
茂野　今は基礎体力作りや新し
いプランの導入に取り組んでいま
す。チームの雰囲気も良く、ここ
から1月のスタートまでに120％
に持っていけるよう、チーム作り
をしていきたいと思います。
ー練習を見学して笑顔のシーンも
見られましたが、チームの雰囲気

3選手のサイン入り色紙を3人にプレゼント
【対象】市内在住
【応募方法】①ヴェルブリッツ選手のサイン入り色
紙を希望する旨、②これから市とヴェルブリッツ
で実施してほしいこと、③郵便番号、④住所、⑤
氏名、⑥年齢、⑦電話番号を必ず記入し、はがき

（〒470-0224 みよし市三好町池ノ原 1 三好公
園総合体育館内スポーツ課宛）、ファクス（N34-

6030）、メール（{sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp）のいず
れかでお送りください。
※1人1回限り、複数応募は無効とします。

【締め切り】12月18日（金）必着
【その他】
● 当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
● 当選の権利は第三者へ譲ることはできません（転売不可）。

現在のチームについて の良さはどのように作っています
か。
川西　茂野キャプテンを筆頭に、
年上の選手だけでなく若い選手も
どんどん発言できる雰囲気をチー
ムで作っています。それが良い関
係として表れていると思います。
秋山　川西さんが言われたように
年齢など関係なくチーム全員仲が
良いです。グラウンド内だけでな
くグラウンド外でも一緒の時間を
過ごすことが多いので、そこで作

られた関係の良さが、練習や試合
のときに誰もが発言できることに
つながっていると思います。この
チームで練習することができて楽

▲新キャプテンとしてチームをまと
める茂野選手

　新シーズンを控えるヴェルブリッツの選手たちにチームの雰囲気や　新シーズンを控えるヴェルブリッツの選手たちにチームの雰囲気や
みよし市についてインタビューしました。みよし市についてインタビューしました。
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市民の応援に市民の応援に

グラウンド内外で作る

ラグビーで恩返しをラグビーで恩返しを

関係の良さが強み

▲インタビュー中、笑顔で会話を盛
り上げる川西選手

▲声を掛け合う川西選手と秋山選手

しいと感じる時間が多いです。
茂野　川西さんはグラウンド外で
も後輩を気にかけてくれて、ご飯
に行こうとよく誘ってくれます。
僕もよく連れて行ってもらって話
を聞いてもらっています。
川西　良いこと言うな、飯行くか。
茂野　ありがとうございます。
ー皆さんから慕われる良き先輩で
すね。
川西　そういうことですね。

ー協定を結んだみよし市の印象を
教えてください。
川西　加入してから10年間、人
生で一番長くいる地域なので地元
みたいな気持ちになります。体が

でかいので何やってるのと話しか
けてくれる方がいっぱいいるの
で、すごくいいなと思いますしあ
りがたいなと思っています。
茂野　川西さんと同じくこの地域
で過ごす時間が長いので、いつも
応援してくださる市民の皆さんに
は感謝しています。ラグビーを通
して勇気や感動を与えて恩返しで
きればと思います。
秋山　2年目ですが、一番は住み
やすいところですね。買い物に行
くとなるとすぐに店があるし、人
もそんなに混雑していない。また
温かい声を掛けてもらえることが
多くて、その都度頑張ろうと思え
ます。

ー市民の皆さんへメッセージをお
願いします。
川西　商店街にサッカーなどの旗
が出ていたり店内にユニフォーム
が置いてあったり、市を挙げての
応援にずっと憧れがありました。

市民の皆さんと触れ合うことで
ヴェルブリッツに愛情を持っても
らい、市を挙げて応援してもらえ
るチームになりたいと思います。
優勝で恩返しできればと思うので、
応援をよろしくお願いします。
茂野　今まで以上にチームと市が
近くなると思うので、僕たちはラ
グビーを通して市の活性化をお手
伝いできればいいですし、子ども
たちにラグビーを知ってもらうな
ど普及していければと思います。
またラグビーだけでなく色々なこ
とで一緒に活動をして、さらに良
い街にしていければと思います。
秋山　新型コロナウイルスで練習
見学や試合観戦が難しいですが、
制限が取れ、僕らがプレーしてい
る姿を生で見てもらえればラグ
ビーの良さも伝わると思います。
自分たちも元気をもらえるので会
場に足を運んで見に来てください。

サントリーサンゴリアス

（土）（土）月月 日日161611
ジャパンラグビートップリーグ2021開幕戦情報

× 13：00～  kick off13：00～  kick off
場所：豊田スタジアム場所：豊田スタジアム

ホームゲームでの開幕戦をぜひ一緒に応援しましょう！

市民へのメッセージ

みよし市について
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