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CUCINELLI 

The lay oratory is my football 

MASSIMILIANO CASTELLANI 

My friend father Ibrahim Faltas (a Franciscan born in Egypt, financial officer, Custodia di Terra Santa) once said 
to me “Brunello, if you take a Palestinian kid and an Israeli kid and put a gun and a football in front of them, 
you can be sure they’ll both go for the football. And play together…”. 

This is one of the images that convinced the “Prince” of cashmere, Brunello Cucinelli, the last patron in his 
Olivettian court in the castle of Solomeo, to definitively break with professional football and return to the 
“pure” oratory type. His Castel Rigone, having moved up from the Third category to the old Serie C in just a few 
years and having then been relegated from the second division, has not registered with the amateur 
championship. Club-owner Cucinelli preferred to change “field” and turn his club into the first “lay oratory” in 
Italian football. 

This is the umpteenth brilliant idea from an enlightened entrepreneur who likes to point out that “for 
disciplinary reasons alone I’ve sacked more trainers than managers in my company”. A leading company in the 
cashmere sector (where it has abolished clocking in for its 300 employees) whose balance sheet in 2013 posted 
a prodigious 15% growth and whose share price, in 2012, achieved a record 49% rise in the time it takes for a 
football match. 

Figures and strategies that would make Brunello of Solomeo an ideal Serie A club owner, but he is now fully 
focussed on his 30 juniors, between 6 and 12, including Vietnamese, Africans and also children of Italians 
residing in Perugia “who come here twice a week, to the hill overlooking Lake Trasimeno, accompanied by 
father and mother, for training sessions directed by our educators. After the game, there’s tea and they go 
home happily to do their homework”. 

This is the football we’d all like, the more humane and genuine sort, and which Cucinelli is developing in the 
stadium – without barriers and with wooden stands – in a magnificent renaissance setting that takes your 
breath away (it’s like finding yourself in a Perugino fresco). And the “putti” are those little players in the 
oratory team. “I called it ‘lay oratory’,” he says, “because it must be open to everyone. I’m convinced that the 
inter-religious dialogue pope Francesco is calling for can also be fully achieved on the football field”. 

Next spring, the lay oratory will have a second home, in addition to the one in Castel Rigone. “In Solomeo, in a 
six hectare park not far from the factory, we’re building a new field and a gym for volleyball. I decided to name 
it after my old parish priest, Alberto Seri, who was a worthy disciple of don Bosco and a big fan of Provvidenza, 
a guide that did a lot for me and my companions in our youth.” The eternal brigade of friends of the “Bottega 
del pane e del vino” still meet up for their weekly game, in which Cucinelli flaunts the ancient and long 
abandoned art of marking man to man, à la Claudio Gentile at the ’82 World Cup. “I like playing a tough 
physical game but always within the rules. So anyone who joins the Oratory must know that they’ll certainly 
have fun here and be able to integrate into a multi-ethnic group but in exchange they’ll have to abide by our 
strict code, which is inspired by the English model. Meaning maximum fair play on and off the field… To 
educate the kids,” continues Cucinelli, “we have to start with the parents. So Italian adults must learn that in 
the stands you cheer “for” your team and not against anyone. That the opponents, especially when they’re 
guests, must be guaranteed respect and the same goes for the referee.” Last season, some Castel Rigone 



supporters who insulted the referee were sent letters signed by the club owner, in which they read, “Your 
presence in the stadium next Sunday will not be appreciated”. 

Respect for the rules and maximum cleanness are the first two commandments of the football lay oratory. “At 
the end of the game, the Castel Rigone players, whether home or away, were under obligation to leave the 
changing rooms clean and tidy, just as they found them. This too is a little rule it’s best to teach people when 
they’re kids, because it’s bound to help them when growing up. Just as they must know that our matches will 
be played on Fridays and Saturdays and that Sunday is for being with your family and honouring your religion.” 

 

The story 

The Umbrian businessman’s project to educate kids: 
“Respect, cheering “for” and not against, no football on Sundays. 
And an inter-religious baby football World Cup in the short term”. 

 

To join the football school there is a fee of 400 euros a year, “but for families with problems we ask for a 
symbolic 40 euros,” Cucinelli hastens to add, convinced by his own positive thinking that “the economic crisis in 
Italy was given a shock, which will prove decisive, the moment pope Francesco crossed the papal threshold: a 
marvellous man who invites us everyday to be “custodians of creation”. 

In fashion as in sport, the mission he has set himself is to safeguard human dignity, the beauty of the game, by 
prioritizing shared values and culture. “I accept and understand the “who am I to judge?’ position but I want to 
convince people. That football unites and never divides we will show once again, next June, with the “Campus 
for peace”. A tournament designed for teams of kids from favelas in South America and Africa, Chechens, 
Ukrainians and Russians, for Palestinians and Israelis together. We’ll invite 500 kids to Solomeo for a week: 
they’ll play, talk and watch performances in the village and eat together in our company canteen.” 

This will be the first inter-religious World Cup for junior footballers and it has already found two enthusiastic 
testimonials in Roberto Baggio and Roberto Mancini. “There will also be the president of Coni, Giovanni 
Malagò, a person like myself with an epicurean approach to caring for the spirit of sport. Football really can be 
a metaphor for life, provided we train people to “demand what’s right and you will be given the rest.” 
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クチネリ 

平信徒の礼拝堂は、私のサッカーである 

マッシミリアーノ･カステラーニ 

私の友人であるイブラヒム・ファルタス神父（エジプト生まれのフランシスコ会修道士、財務担当、

聖地の番人）は以前、｢ブルネロ、パレスチナの子とイスラエルの子の前に銃とサッカーボールを置

いてみたまえ。どちらもサッカーボールに飛びつくに違いない。そして一緒にサッカーをするだろ

う。」と言いました。 

これがカシミアの「王子」ブルネロ･クチネリを納得させたイメージの一つで、ソロメオの城、オリ

ベッティコートの最後のパトロンだったクチネリは、プロサッカーと決別し「真の」雄弁家に戻るこ

とにしました。彼のチームである「カステル･リゴーネ」は第三カテゴリーから以前のセリエCへわず

か数年で昇格しましたが、第二リーグから降格になりました。そしてアマチュアのチャンピオンシッ

プへの登録は未だ行われていません。クラブオーナーであるクチネリは「フィールド」を変え、イタ

リアのサッカー界初の「平信徒の礼拝堂」にクラブを変えることを望みました。 

これは見識のある起業家が何度も繰り返した素晴らしいアイデアです。その起業家は「懲戒的理由の

みでも、私は会社のマネージャーよりもコーチをたくさん首にしています。」と指摘することを好み

ます。カシミア部門を牽引するブルネロ クチネリは（社員300人の出勤時間の記録を廃止）、2013年
にバランスシートが桁外れの15%を記録し、2012年の株価は最高値の49%を収め、サッカー界に進出

したのでした。 

ソロメオのブルネロ･クチネリは、その人物像と手腕からセリエAのクラブオーナーに適任のはずです

が、現在30人の若い選手に完全に集中しており、その年齢は6才から12才まで、ベトナム人やアフリ

カ人などがいます。そしてペルージャ在住のイタリアの子供達も「週2回、トラジメーノ湖を見下ろ

すこの丘へ、両親に連れられて我々のコーチから直接訓練を受けるためにやって来るのです。試合の

後は軽食を取り、満足そうに家へ帰って宿題をするのです」。 

より人間的で本来の姿であるこのサッカーこそが私たち皆が好むサッカーであり、スタジアムでもク

チネリはその精神を貫いています。垣根を取り去り木製のスタンド席を設ける。そこには壮麗なルネ

ッサンスが広がり思わず息を呑んでしまうぼどです（ペルジーノのフレスコ画に自分を見つける様な

ものです）。そしてフレスコ画の「天使たち」が、礼拝堂チームの小さな選手たちなのです。「私は

「平信徒の礼拝堂」と呼んでいます、と言うのも誰でも受け入れるべきだと思うからです。教皇フラ

ンシスコの求める異宗教間での対話も、フィールドでは大成功を収めるはずです」。  

平信徒の礼拝堂にとってカステル･リゴーネに次ぐ二番目となる本拠地が、来春誕生します。「ソロ

メオには6ヘクタールの広場が工場からそう遠くないところにあり、新しいサッカーのフィールドと

バレーボール用の体育館を建設中です。私の昔からの教区司祭であるアルベルト・セリにちなんで名

付けることにしました。彼はドン・ボスコ司祭の立派な弟子であり、プロヴィデンツァの大ファン

で、私が若い頃に私や友人を沢山導いてくれた方です。永遠なる「Bottega del pane e del vino」の盟友

たちは、毎週行われる試合に参加しており、クチネリはそこで過去の栄光を真似して見せたりしま

す。例えば、1982年のワールドカップでクラウディオ・ジェンティーレが見せた、一対一で相手選手

を抑え込んだ妙技などです。「体が激しくぶつかり合う試合が好きですが、ルールは必ず守ります。



礼拝堂の選手には、楽しい時間が過ごせ国境を越えたつきあいができると確信して欲しいのです。で

すがそれと引き換えに、イギリスの模範にならった私たちの厳しいルールを守らなければなりませ

ん。それはフィールド内外を問わずフェアプレーに徹することです。子供達に手本を示すには、その

両親たちから始めなければなりません。だから大人はスタンドでチームを「応援」するのであって、

妨害するのではありません。私たちがホームで対戦する時は、いつも以上に対戦相手には敬意を払い

ますし、審判員に対しても同様です。昨シーズン、カステル･リゴーネのサポーターが審判員へ暴言

を吐いた時には、クラブのオーナーが「次回の日曜のスタジアムでのご観戦はご遠慮いただきます」

と署名入りの手紙を送ったことがありました。 

ルールを遵守しフェアプレーに徹することが、平信徒の礼拝堂が掲げる鉄則の最重要項目の最初の二

つです。「カステル･リゴーネの選手はホーム、アウェイに関わらず、試合後に控え室を使用する前

と同じ状態にして帰らなければなりません。これも些細なことですが、若いうちに教えることがベス

トです。大人になった時に必ず役に立ちますから。同様に、私たちは金曜と土曜に試合を行い、日曜

は家族と過ごし宗教を重んじることとしています。 

 

ストーリー 

ウンブリアの実業家による、子供達の教育プロジェクト: 
「尊重の念を持つこと。「応援」するのであり妨害しない。日曜はサッカーをしない。 

短期の異宗教間ミニ･ワールドカップの開催」 

 

このサッカー学校への入学は年間400ユーロが必要となりますが、「金銭的に難しい家族には建前と

して40ユーロをいただいています。」とクチネリは自分の前向きな考えに確信しつけ加えました。

「教皇フランシスコがローマ･カトリック教会の暗黙のルールに逆らったことで、イタリアの経済危

機に衝撃が走ったことに、疑いの余地はないでしょう。毎日「生きるものの番人」であるよう私たち

を導いてくれる素晴らしい人です」。  

ファッションでもスポーツでも、クチネリが自身に課している目標は、人間の尊厳や競技の素晴らし

さを守るため、共通する価値や文化を優先しています。「私が判断する立場ではないと分かっていま

すし、理解もしていますが、人々に理解してもらいたいのです。サッカーは人を結びつけるものであ

り、分裂させるものではないと。私たちは来年6月に「平和のキャンパス」で再び証明します。南ア

フリカ共和国やアフリカ、チェチェン、ウクライナやロシア、パレスチナとイスラエルの貧しい子供

達が一緒になって作るチームのためのトーナメントです。500人の子供達を一週間ソロメオへ招待し

ます。サッカーをしたり、おしゃべりや演劇鑑賞をして、私の会社の食堂で食事も一緒に取る予定で

す」。 

これは若いサッカー選手にとって初の異宗教間ワールドカップで、ロベルト･バッジョとロベルト・

マンチーニの二人からとても熱意のこもった激励を受けています。スポーツ精神に対する情熱が私と

似た、イタリアオリンピック委員会のジョバンニ･マラゴ会長も参加予定です。人々に「正義を求め

れば必ず訪れる」と教育すれば、サッカーは人生の象徴になりうるのです。 

 

 


