
vol.57 2013  Spr ing

OB News
公益社団法人全国野球振興会 

［日本プロ野球OBクラブ ］

歴史的展開を迎えたプロ・アマ問題

OBクラブの
取り組みは？

5/12（日）全国47都道府県で一斉に
第19回ダイワハウス全国少年少女

野球教室を開催！
プロ野球ＯＢの

お店&書籍を誌上公開！

JAPAN PROFESSIONAL BASEBALL

© 水島新司
全国野球振興会
イメージキャラクター

「9ちゃん」



H25年度事業計画

H25年度収支予算

去る3月14日の理事会において、平成25年度事業計画及び収支予算が承認されました。

公 益 法 人 移 行 か ら １ 年TopicsTopics 01
第19回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室

全 国 少 年 少 女 野 球 教 室  開 催 地 の お 知 ら せ

NO 都道府県 開催地（都市・会場） 開催時間 現地担当機関

1 北海道 釧路町 釧路町営球場 9：00 ～ 12：00 釧路町スポーツ少年団本部

2 青森県 弘前市 弘前市運動公園はるか夢球場 13：00 ～ 16：00 弘前市野球協会

3 岩手県 奥州市 前沢いきいきスポーツランド 球場 13：30 ～ 16：30 前沢いきいきスポーツランド

4 秋田県 羽後町 羽後町野球場 9：00 ～ 12：00 羽後町野球協会

5 宮城県 富谷町 富谷町総合運動公園 Ａ・Ｂグラウンド 13：00 ～ 16：00 富谷町　生涯学習課

6 山形県 新庄市 新庄市民球場 13：30 ～ 16：00 新庄地区野球連盟／新庄市

7 福島県 須賀川市 牡丹台野球場 12：30 ～ 15：30 須賀川硬式野球連盟

8 茨城県 東海村 東海南中学校グラウンド 13：00 ～ 16：00 公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団

9 栃木県 宇都宮市 宇都宮清原球場 13：00 ～ 16：00 宇都宮市スポーツ推進委員会

10 群馬県 高崎市 金古運動広場（金古総合球場） 13：00 ～ 15：00 高崎野球連盟学童部

11 埼玉県 戸田市 戸田市少年野球専用球場（道満グリーンパーク） 10：00 ～ 13：00 戸田市少年野球連盟

12
東京都① 板橋区 小豆沢球場 13：00 ～ 16：00 板橋区軟式野球連盟
東京都② 稲城市 稲城中央公園野球場 13：00 ～ 16：30 稲城市軟式野球連盟

13 千葉県 成田市 ナスパ・スタジアム 12：00 ～ 17：00 北総少年野球連盟

14 神奈川県 小田原市 上府中公園　小田原球場 13：00 ～ 16：00 全国少年少女野球教室 小田原教室実行委員会

15 山梨県 甲州市 甲州市塩山総合グラウンド 14：00 ～ 17：00 甲州市教育委員会

16 長野県 大町市 大町総合運動公園 13：00 ～ 16：00 大町市教育委員会

17 新潟県 胎内市 胎内球場 9：00 ～ 12：00 胎内市教育委員会

18 静岡県 三島市 南二日町多目的グランド 13：00 ～ 16：00 三島市少年（学童）野球育成会

19 愛知県 小牧市 小牧市民球場 13：30 ～ 16：00 ジュニアベースボールリーグ愛知

20 岐阜県 多治見市 多治見市営球場 13：00 ～ 16：30 多治見市軟式野球連盟

21 三重県 菰野町 大羽根東野球場 9：00 ～ 12：00 菰野町教育委員会

22 富山県 氷見市 氷見高校　グラウンド 13：00 ～ 16：00 氷見市学童野球連盟

23 石川県 津幡町 津幡運動公園野球場 12：00 ～ 15：00 石川県学童野球連盟かほく支部

24 福井県 小浜市 福井県立大学小浜キャンパスグランド 13：00 ～ 16：00 小浜市野球連盟

25 滋賀県 大津市 皇子山総合運動公園 野球場（皇子山球場） 調　整　中 大津市軟式野球連盟

26 京都府 京都市 柊野運動公園（鴨川公園） 13：00 ～ 16：00 京都市北区少年野球振興会

27 奈良県 五條市 上野公園野球場 13：00 ～ 16：00 奈良県軟式野球連盟　五條支部

28 和歌山県 和歌山市 紀三井寺公園　野球場 9：00 ～ 12：30 紀の国はまゆう　紀三井寺公園管理事務所

29 大阪府 豊中市 豊島公園野球場（豊中ローズ球場） 13：00 ～ 16：30 奥アンツーカ㈱（豊中ローズ球場）

30 兵庫県 明石市 明石海浜公園 臨時野球場 9：30 ～ 12：30 明石軟式少年野球協会

31 鳥取県 鳥取市 鳥取市営美保球場 13：00 ～ 16：00 鳥取市少年軟式野球リーグ連盟

32 島根県 江津市 江津市民球場 9：00 ～ 12：00 江津市教育委員会（江津市スポーツ少年団）

33 岡山県 岡山市 調　整　中 調　整　中 調　整　中

34 広島県 福山市 鞆の浦運動公園 12：30 ～ 16：00 福山市軟式野球連盟

35 山口県 美祢市 美祢市民球場 10：00 ～ 13：00 美祢市教育委員会

36 香川県 坂出市 林田運動公園 13：00 ～ 16：00 坂出・綾歌支部　野球部会

37 徳島県 佐那河内町 佐那河内中央運動公園　野球場 13：00 ～ 16：00 さなごうちスポーツクラブ（佐那河内村教育委員会）

38 高知県 高知市 高知市総合運動場 13：00 ～ 16：00 高知市立南海中学校

39 愛媛県 今治市 玉川総合公園運動場 12：30 ～ 15：30 特定非営利法人 今治しまなみスポーツクラブ

40 福岡県 飯塚市 穂波 B&G 海洋センター　穂波野球場 13：00 ～ 16：00 飯塚市教育委員会

41 佐賀県 唐津市 唐津市野球場 9：00 ～ 12：00 佐賀県軟式野球連盟

42 長崎県 長崎市 長崎県営野球場（ビッグ N スタジアム） 12：00 ～ 15：00 長崎市軟式野球連盟

43 熊本県 熊本市 田迎公園運動施設（浜綿健康パーク） 10：30 ～ 13：00 NPO 法人 熊本県野球振興会

44 大分県 宇佐市 宇佐市平成の森公園野球場 調　整　中 九州総合スポーツカレッジ

45 宮崎県 えびの市 王子原運動公園野球場 12：00 ～ 15：00 えびの市体育協会

46 鹿児島県 鹿児島市 市営球場 9：00 ～ 13：00 鹿児島市・県・中学校

47 沖縄県 南城市 新開球場 13：00 ～ 16：00 沖縄県野球連盟南部支部

※天候等により開催地が変更になる場合があります。 （4/12 現在）※ 当期における借入及び設備投資の見込みなし
（注）上記金額は、法人管理費を一定の比率に応じて各事業費へ按分した後の金額が記載されています。

（単位：千円）

TopicsTopics 02

　今年度も、約400名のOB会員各位にご協力いただき、全国少年少女野球教室を

開催します。たくさんの子どもたちの笑顔に会えるのを楽しみにしています！

　全国各地でブロック会議を開催中です。全国少年少女野球教
室、全国アマチュア野球指導者講習会等の各事業の他、プロア
マ規制緩和に向けた意見交換など、地域に根差した事業展開
について活発に話し合われています。

ブロック会議開催状況

東海地区

1 ／ 25

近畿地区

1 ／ 30・3 ／ 12

中国四国地区

2 ／ 23

関東北信越地区

3 ／ 19

北海道東北地区

3 ／ 26

九州沖縄地区

調整中

《H25年度事業計画》※公益事業 種 別 概要 H25年度実施内容 

[公1-1]
全国少年少女野球教室 

自主事業 
1日で47都道府県48会場にOB350～400人を派遣して行うOBクラブ最大の野
球教室

5月12日（日）／全国48会場／参加
総数：OB400人、児童10,000人 

[公1-2] 全国アマチュア野球指導者
講習会（BCS)　 

自主事業 
アマチュア指導者対象に行う講習会。学生野球協会承認事業のため、高野連指導者
も参加できる。全国8ブロック各1会場にOBを派遣し、1日かけて実技講習会を実施 

11～3月／8会場／OB40人、
受講者560人

[公1-3] 全日本野球会議（指導者講習会） 受託事業 全日本野球会議が主催する指導者講習会へOBを派遣。高野連指導者も参加できる 1月／千葉県幕張／OB12人 

[公1-4] 日本高等学校野球連盟協力
事業（技術指導講習会） 

受託事業
都道府県高野連の依頼によりOBを派遣、野球部生徒・指導者を対象とした技術講
習会

11～3月／10会場／OB40人、
受講者700人 

[公1-5]
野球指導者養成・認定制度事業

自主事業 
指導力向上を目的に実施されるOB相互の勉強会。所定課題修了者へ指導員登録
証を発行。今後は、スポーツに係る教養を含めた共通講座の開設を行う

通年／セミナー8会場、共通講座2
会場／OB52人／活用OB30人

[公1-6] ベースボールスクール事業 受託事業 中学3年生対象のレッスン・スクールへの指導者派遣 冬期／神宮室内／OB21人 

[公1-7-1] 社会貢献事業
夢・未来応援プロジェクトブルペン

自主事業 
小・中学生の職場訪問受け入れ。生徒からの質問にOBが直接応じ、職業紹介や自
身の経験を語る

秋期／3回／OB3人
※公募 

[公1-7-2] 社会貢献事業
障害者スポーツ教室 

自主事業
受託事業

障害者団体と連携したスポーツ教室の実施 不定期／3回／OB6人 

[公1-7-3]社会貢献事業
東日本大震災復興支援活動

自主事業
受託事業

東日本大震災復興支援を目的とした事業の主催または協力（主たる事業：中学校応援プロジェクト
／岩手県中体連と協力した野球教室・学校交流会・アオダモ植樹・野球用具寄贈）※エコボール含 

中学校応援プロジェクト／岩手／
秋／OB10人、他 

[公1-8]
各種少年野球教室 

自主事業
受託事業

各団体・企業・自治体からの要望に応じて野球教室へOBを派遣
※スポーツ選手活用体力向上事業H24年度にて終了

一般：通年／OB20人
芦別：8月／OB12人（サマーキャンプ）

[公1-9] 講演会 受託事業 各団体・企業・自治体からの要望に応じてOBを派遣 通年／OB10人 

[公1-10] OBオールスターゲーム 受託事業 各団体・企業・自治体の要望に応じて実施。OBによる試合興行 当年度実施予定なし 

[公1-11] スポーツフェア 受託事業 各自治体へOBを派遣。地元との対戦・野球教室を実施 通年／11会場／OB176人 

[公1-12] 日本プロ野球OBクラブ杯 主催事業 開催地域の中学校と連携した県大会の実施。在住OBを中心とした野球教室を同時開催の会場もあり 通年／13会場／OB52人

《H25年度事業計画》※収益・共益事業 概要

[収益1-1] 無体財産権使用事業 テレビゲームソフト、オンラインゲームへの当法人公認名義貸与のほか、メモラビリア商品へ当法人公認名義及び会員肖像権を貸与

[収益1-2] 広告宣伝事業 当法人の活動を全般的にサポートする企業をオフィシャルスポンサーとして協賛を得る

[収益1-3] 物品販売事業 野球用品メーカーと共同開発した公認グラブの販売を行うほか、当会推奨商品への名義貸与を行う

[共益1-1・2] ゴルフ、ファンの集いの開催
当法人を支援する賛助会員、関係者、野球ファンとの交流を目的にゴルフコンペ及びファンとの集い（感謝の集い）を開催する。
元プロ野球選手とファンが直接交流することにより、野球人気の維持・向上に貢献する

収 入 支 出 収支差額
（税引前）

他会計
振替 法人税等 当期収支

差額

公

益

目

的

事

業

会

計

公1-1 全国少年少女野球教室 20,000 32,105 -12,105 -12,105

公1-2 全国アマチュア野球
指導者講習会 6,750 10,838 -4,088 -4,088

公1-3 全日本野球会議 700 1,281 -581 -581
公1-4 高野連協力事業 3,160 7,223 -4,063 -4,063

公1-5 指導者養成・認定制度
事業 7,174 12,201 -5,027 -5,027

公1-6 ベースボールスクール 1,000 1,281 -281 -281

公1-7-1 夢・未来応援プロジェクト
ブルペン 0 191 -191 -191

公1-7-2 障害者スポーツ教室 120 563 -443 -443
公1-7-3 震災支援活動等 3,250 6,023 -2,773 -2,773
公1-8 野球教室 4,200 5,060 -860 -860
公1-9 講演会 2,400 3,452 -1,052 -1,052
公1-10 OBゲーム 0 0 0 0
公1-11 スポーツフェア 60,500 55,707 4,793 4,793
公1-12 OBクラブ杯 5,000 9,630 -4,630 -4,630

共　通 1,330 7,078 -5,748 35,875 30,127
小　計 115,584 152,633 -37,049 35,875 -1,174

収
益
事
業
等
会
計

収1-1 無体財産権事業 88,700 15,897 72,803 72,803
収1-2 広告宣伝 0 0 0 0
収1-3 物品販売 1,000 163 837 837
共1-1 共益事業① 8,000 11,238 -3,238 -3,238
共1-2 共益事業② 4,000 7,223 -3,223 -3,223

共　通 -35,875 14,766 -50,641
小　計 101,700 34,521 67,179 -35,875 14,766 16,538

管
理 12,680 22,016 -9,336 -9,336

合
計 229,964 209,170 20,794 14,766 6,028

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

定時総会のご案内定時総会のご案内定時総会のご案内

[お願い]
5月下旬から6月上旬に開催案内をお届けします。正会員の皆
さまのご参加をお待ちしています。ご欠席される方は、ご案内
に同封された「委任状」の提出を必ずお願いいたします。

[お知らせ]
●  公益法人移行に伴い、定時総会は年1回の開催（事業年度終
了後3ケ月以内＝6月）となっております。

●  例年総会と併せて開催しておりました懇親会「感謝の集い」
は、本年度は12月に開催する予定です。

平成25年6月24日（月）

　　会場：東京ドームホテル
　　 　ブロック長会議 13：00～
　　 　平成25年度定時総会 15：00～

プロ野球経験者の英知を結集して野球を通じて元気あふれる世の中に
　平成 24 年 4月1日に公益法人に移行した当振興会は、3月末日をもって1
年間の活動を終えました。この間に取り組んできた各事業を通じて、元気あふ
れる世の中に少しでも貢献できましたことは、関係各位および会員諸氏のご理解
とご協力なくしては成し得なかったことでしょう。平成 24 年度の事業報告は、
来る総会（6月24日を予定＝下掲）あるいは次号の会報誌でお伝えします。
　平成 25 年度は既に始まっていますが、当年度の事業計画および予算が第 5

回理事会（3月14日開催）において承認されました。年初には、プロ・アマ
問題で大きな前進が見込まれることも報じられ（4ページ記事参照）、プロ野球
経験者の英知を結集して、さらに野球の普及・発展に力を注ぐことが望まれるこ
とでしょう。
　当振興会の活動を通じて、さらに世の中に元気を注入！　「継続」を原動力に、
「野球界への恩返し」をともに目指しましょう。

～100万人とキャッチボールを！
　がんばろう東北！ がんばろう日本！！～

５月12日（日）開
催

※予定
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プロ経験者が高校生を指導できなくなって約
半世紀。伸び盛りの学生にプロの知識と経験
が役立てられる時代が訪れようとしています。
その経緯、プロ経験者に求められるものとは
･･････。

格段に低くなるハードル

　「雪解け」「終戦」「壁の撤廃」・・・このような文
字が新聞の見出しに躍ったのは2013年も明けて
間もなくの1月18日でした。その前日の17日、都内
で学生野球資格に関する協議会が開かれ、高校の
監督などの指導者になるための条件について、アマ
側（日本学生野球協会）からプロ側（日本野球機構
＝NPB）に提示されました【下掲参照】。
　この会議を境に、プロ野球経験者が果たせなかっ
た学生野球、とくに高校生への指導に向けて大きく前
進することになったことで、大々的に報じられました。
　現行規定では、プロ出身者が学生野球の指導者
となるには、中学または高校での2年以上の教諭歴
が必要でした。当然、教員資格の取得は必須であ
り、教員免許がない者にとっては、高校野球指導者
への道は、とてもハードルの高いものでした。
　今後この規定を撤廃するかわりに、プロ側、アマ
側それぞれにおいて開催する研修会を実施する制
度を設ける、としています。その研修の実施要綱、開
催の時期等についてプロ・アマ双方で検討、プロ側は
NPB・日本プロ野球選手会の検討会に当会も加わり、
検討しています。

類を見ないプロ･アマ関係

　プロ経験者である当会会員の皆さんは、学生野
球への指導が禁じられていることは十分承知され
ている事項ですが、1961年に起きた「柳川事件」。
この問題に端を発した社会人側とプロ側との断絶。
また、同年に甲子園敗退後の球児が、やはりプロ入
りを表明したこともあり、学生側も社会人側に同調

し、プロとアマの間に厚く高い壁ができました。そ
の4年後の65年には、プロ球団によるアマ選手争
奪戦を抑止する意図でドラフト制度が導入され、そ
の後、プロ・社会人側の協議を重ね、元プロの社会
人指導者の道も開け（監督許可＝78年）、その後、
時代が昭和から平成に移り、社会人、大学との交
流試合も行われてきたこともご承知の通りです。
　しかし、高校での指導資格については、教員勤務
10年（83年）、同5年（94年）、そして現行の同２年（97
年）と条件の緩和はなされたものの、依然、教員資格
のないプロ経験者にとっては高いハードルです。
　他の競技団体において類を見ないプロ･アマの関
係が、野球界において今日まで続いています。
　学生野球資格回復に向けてプロ・アマで協議さ
れたことが報じられたあと、事務局にも問い合わせ
や意見などが寄せられました。半世紀以上もかな
わなかった高校での指導が解禁になる日がやって
くることに、概ね歓迎する声が大半を占めました。
が、一方で「短期間の研修だけで大丈夫か？」「適性
についての判断基準は？」「高校での指導を夢見て
教員資格を取得した方々もいることを考慮に入れ
るべきでは？」などの意見もありました。教員有資
格のプロ出身高校監督は、84年の後原富氏（東映
ＯＢ、瀬戸内高校監督）から数え、32名が適性認
定を受けています。資格制度に則して指導者になっ
たプロＯＢの方々の積み重ねてきた指導者としての
実績、たゆまぬ努力が今日の制度改革への協議に
つながっていることも大きな要因といえるでしょう。

目指すは野球指導人材バンク

　一方、当振興会はその目的として掲げる「野球技
術向上へ向けての指導力増強」「プロ・アマの交流
促進」のために、すでに（公財）日本高等学校野球連
盟の要請による選手・指導者向けの講習会に会員
を派遣してきた実績があります【下掲参照】。全日
本野球会議へプロＯＢを講師として派遣してきたこ
ともまたしかりです。また、技術指導の水準を高め

ていくために「野球指導者養成・認定制度」【５ペー
ジ参照】を実施し、自ら研鑽を積んできています。プ
ロ野球ＯＢである正会員の皆さんが積み重ねてき
た実績こそ、プロ・アマ双方から評価をいただいて
いるものです。
　「野球指導者養成・認定制度」は高校での指導者
を養成することだけがその目的ではありません。学
童から学生・社会人・中高年の野球愛好家、そして
プロ球界の指導者……幅広い年齢層に対応できる
指導者を目指すこと、これが地域の野球振興にもつ
ながり、そして日本の野球界の真の発展につながる
ものと考えています。本制度も新たなステップに進
むとともに、今後、高品質の指導をもって各地域の
野球の向上を図ることを目指す……これこそが振
興会が目指す「人材バンク」の確立に他なりません。
　プロ野球ＯＢの学生野球資格回復について制度
が明らかになりましたら、会報誌を通じてお伝えし
ていく予定です。

アマチュア資格回復の条件、
大幅改定へ向けてプロ･アマで協議

［特集］ 高校での
指導解禁へ前進

日本高等学校野球連盟の回答骨子
一、 学生野球資格回復については日本学生野球協会で審査し、認定された資格は高校、大学野球とも指導がで

きる共通の資格とする

一、 学生野球資格回復申請者は、プロ野球側で設けた研修制度と日本学生野球協会が公認する研修の修了者とする

一、 プロ野球側が行う研修では、かつてプロ野球と学生野球がなぜ断絶に至ったかの背景やプロ、アマ間で生じた問
題の事実関係を理解することとする

一、 新人選手獲得に際し、プロ野球側で設けた関連規定や申し合わせなどを開示し、プロ野球、学生野球側双方で
トラブル回避に努める

　1998 年社団法人化と同時に始められた技術セミナーは、これまで 175 回の講座
を実施してきました。技術セミナーは、OB 相互の勉強会です。それぞれがもつ経験
や技術論を披露し合い、意見交換を重ねることで、互いの研鑽を重ねています。参加
したOBは全員、理論の追究に貪欲です。プレゼンター（講師）も受講者も元プロ同士。
同じフィールドで同じ目線でのディスカッションに華が咲き、とても味わい深い野球談
議が繰り広げられています。当初は、相互の勉強会としてはじめられたセミナーも「野
球指導者養成・認定制度事業」において2011 年から基礎資格「野球技術指導員
登録証」を発行するまでになりました。現在は、92 名のOBが登録証を取得してい
ます。かつてのトップアスリートが、指導の「いろは」を学び、努力を重ねることで、
質の高い指導者を輩出していきたいと考えます。1,600 人のOB 会員の多くが登録証
を取得し、全国で地域の身近なベースボール・リーダーとして活躍できる環境づくり
を目指します。2013年度も全国各地で開かれる技術セミナーにぜひご参加ください！！
（開催が決まり次第、随時ご案内いたします）

野球指導者養成・認定制度事業

OB相互の勉強会「技術セミナー」活動実績（2013年3月21日現在）

野球技術指導員新規登録者一覧（2013年2月～4月）

指導員 No. 氏名 在住地 代表出身球団

13-0083 樋口　一紀 大阪府 中日ドラゴンズ

13-0084 中川　申也 和歌山県 阪神タイガース

13-0085 芦沢　真矢 神奈川県 ヤクルトスワローズ

13-0086 金沢　信彦 大分県 近鉄バファローズ

13-0087 萩原　多賀彦 千葉県 ヤクルトスワローズ

13-0088 小早川　毅彦 東京都 広島東洋カープ

13-0089 三沢　淳 愛知県 中日ドラゴンズ

13-0090 池邉　巖 長崎県 ロッテオリオンズ

13-0091 山元　二三男 鹿児島県 広島東洋カープ

13-0092 中嶋　愛和 岡山県 中日ドラゴンズ

テーマ 講　師

1998年

投手編 関根潤三

投手編 野村　収

野手編 廣岡達朗

ルール編 大里晴信

投手編 松岡　弘

ルール編 大里晴信

投手編 稲尾和久

野手編 土屋弘光

捕手編 伊藤　勲

打撃編 長崎慶一

投手編 堀本律雄

走塁編 前田益穂

打撃編 近藤和彦

投手編 杉下　茂

捕手編 土井　淳

氣　編① 渡辺富夫

氣　編② 渡辺富夫

打撃＆走編 中　利夫

打撃編 張本　勲

打撃編 豊田泰光

野手編 土井正三

投手編 池田重喜

1999年

投げる 廣岡達朗

牽制編 土屋弘光

氣　編 渡辺富夫

氣　編 渡辺富夫

外野手編 江藤省三

打撃編 河村健一郎

実技講習

実技講習

テーマ 講　師

実技講習

実技講習

投手編 柴田保光

投手編 中村　稔

打撃編 石嶺和彦

投手編 中西清起

投げる 廣岡達朗

投手編 河村保彦

投げる 和田博實

捕手編 大矢明彦

守備編 一枝修平

打撃編 井上弘昭

指導者の心得 土屋弘光

打撃/守備編 基　満男

総合編 石毛宏典

捕手編 和田　徹

投げる 和田博實

2000年

トレーニング編 比佐　仁 

トレーニング編 比佐　仁 

トレーニング編 比佐　仁 

打撃編 小川　亨 

監督・投手編 山根俊英

投手「カーブ」編 清　俊彦

投手編 山本和行

投手「サイドスロー｣ 高橋直樹

2001年

少年野球指導 廣岡達朗／石毛宏典

投手編 齊藤明雄 

打撃編 山内一弘 

走塁編 土井正三 

打撃編 河村健一郎

テーマ 講　師

2002年

投手編 与田　剛　

打撃編 森　　徹　

指導者の心得 なし（ディスカッション）

2003年

打撃編 山内一弘 

投手編 宮田征典　

心理編 武野顕吾　

守備・走塁編 今津光男　

投手編 八木沢荘六

栄養編 佐々木信也

コーチングと打撃編 黒江透修　

捕手編 種茂雅之　

投手編 堀本律雄　

2004年

打撃編 ジョージ・ブレット

打撃編 本西厚博　

守備編 水上善雄　

ケガの予防と対策 加納徹也　

指導者に必要な栄養学 小清水孝子

投手編 藤城和明　

2005年

内野守備編 三宅秀史

投手編 米田哲也

捕手編 種茂雅之

捕手編 有田修三

投手編 杉下　茂

内野守備編 鎌田　実

走塁編 黒江透修

外野守備編 大熊忠義

打撃編 中西　太

打撃編 山本一義

テーマ 講　師

外野守備編 簑田浩二

走塁編 藤瀬史朗

2006年

指導者養成･認定説明 森　　徹

打撃編 山本一義

指導者養成･認定説明 森　　徹

打撃編 小川　亨

外野守備編 重松省三

内野守備編 水上善雄

外野守備編 本西厚博

内野守備編 一枝修平

投手編 池谷公二郎

審判編 大里晴信

投手編 村田辰美

審判編 山本文男

走塁編 松本匡史

捕手編 辻　恭彦

走塁編 中　利夫

捕手編 和田　徹

2010年

投手編 権藤　博

捕手編 堀場秀孝

内野守備編 黒江透修

外野守備編 柴田　勲

バント＆走塁編 平野　謙

打撃編 土井正博

トレーニング編 比佐　仁 

総括編 森　　徹　

投手編 大石　清

捕手編 有田修三

内野守備編 鎌田　実

外野守備編 彦野利勝

テーマ 講　師

バント＆走塁編 屋鋪　要

打撃編 長池徳士

トレーニング編 比佐　仁 

総括編 広野　功

2011年

内野手編 仁志敏久

外野手編 屋鋪　要

打撃編 小早川毅彦

捕手編 西山秀二

バント＆走塁編 仁志敏久

投手編 桑田真澄

内野手編 南渕時高

外野手編 南牟礼豊蔵

バント＆走塁編 亀山　努

投手編 野田浩司

捕手編 若菜嘉晴

打撃編 小川　亨 

投手編 与田　剛

捕手編 佐野元国

打撃編 末次利光

内野手編 水上善雄

外野手編 中塚政幸

走塁・バント編 仁志敏久

投手編 八木沢荘六

外野手編 彦野利勝

打撃編 小川　亨 

捕手編 若菜嘉晴

内野手編 水上善雄

走塁・バント編 土屋弘光

2012年

走塁・バント編 石毛宏典

捕手編 醍醐猛男

テーマ 講　師

打撃編 中西　太

外野手編 屋鋪　要

内野手編 辻　発彦

投手編 遠藤一彦

投手編 三浦政基

捕手編 若菜嘉晴

内野手編 基　満男

外野手編 二村忠美

走塁・バント編 島田　誠

打撃編 山本和範

投手編 山崎慎太郎

打撃編 長池徳士

内野手編 岡　義朗

外野手編 大熊忠義

走塁・バント編 藤瀬史朗

捕手編 元田昌義

投手編 松沼博久

捕手編 若菜嘉晴

内野手編 本西厚博

外野手編 岡　義朗

走塁・バント編 岡　義朗

打撃編 片平晋作

捕手編 片岡新之介

投手編 外木場義郎

打撃編 小早川毅彦

内外野手編 岡　義朗

走塁・バント編 岡　義朗

「全国アマチュア野球指導者講習会」
過去開催実績

日本高等学校野球連盟関連事業「元プロ野球選手技術指導講習会」
過去開催実績

●第1回（2005年度）
全27日：北海道（11）、岩手（2）、兵庫（4）、宮崎、岐阜、
山梨、和歌山、三重、静岡（3）、鹿児島（2）
●第2回（2006年度）
全13日：兵庫（4）、熊本、宮城（2）、岐阜、京都、
山形（2）、鹿児島（2）
●第3回（2007年度）
全12日：兵庫（4）、岐阜、熊本、石川、茨城、福島、
香川、宮城（2）
●第4回（2008年度）
全11日：福島（2）、兵庫（4）、岐阜、茨城、三重、宮城（2）

●第5回（2009年度）
全10日：島根、兵庫（4）、岐阜、茨城（2）、宮城（2）
●第6回（2010年度）
全15日：新潟（2）、島根（2）、徳島、栃木、兵庫（4）、
岐阜、宮城（2）、鳥取、茨城
●第7回（2011年度）
全13日：宮城、岐阜、兵庫（3）、栃木、鳥取、茨城、
広島（3）、島根（2）
●第8回（2012年度）
全11日：宮城（2）、兵庫（4）、岐阜、島根、茨城、宮崎、
富山

●第5回（2003年度）
全2会場：北海道、岐阜（受講者合計236人）
●第6回（2004年度）
全8会場：北海道、山形、埼玉、福井、愛知、兵庫、
島根、大分（受講者合計815人）
●第7回（2005年度）
全8会場：北海道、宮城、埼玉、長野、三重、和歌山、
岡山、沖縄（受講者合計536人）
●第8回（2006年度）
全8会場：北海道、宮城、埼玉、新潟、静岡、兵庫、
山口、鹿児島（受講者合計408人）

●第9回（2007年度）
全8会場：北海道、宮城、埼玉、新潟、岐阜、京都、
岡山、大分（受講者合計562人）
●第10回（2008年度）
全9会場：北海道、秋田、千葉、新潟、愛知、滋賀、
岡山、広島、宮崎（受講者合計610人）
●第11回（2009年度）
全8会場：北海道、宮城、神奈川、富山、三重、
和歌山、山口、佐賀（受講者合計384人）
●第12回（2010年度）
全4会場：秋田、新潟、富山、静岡（受講者合計290人）

●第13回（2011年度）
全3会場：北海道、岐阜、熊本（受講者合計202人）
●第14回（2012年度）
全4会場：北海道、神奈川、愛知、広島
（受講者合計275人）

●第1回（1999年度）
全10会場：北海道、宮城、埼玉、長野、福井、岐阜、
大阪、広島、愛媛、熊本（受講者合計1001人）
●第2回（2000年度）
全8会場：北海道、青森、神奈川、石川、三重、大阪、
香川、福岡（受講者合計743人）
●第3回（2001年度）
全9会場：北海道（2）、秋田、千葉、長野、愛知、大阪、
岡山、福岡（受講者合計731人）
●第4回（2002年度）
全9会場：北海道（2）、岩手、茨城、富山、静岡、滋賀、
島根、熊本（受講者合計857人）

　元プロ野球関係者の学生野球資格回復につ

いてプロ・アマ間で検討されていることは、プ

ロであるがゆえに学生を指導できないという

状態から大きな前進です。これまで当振興会で

は「技術セミナー」や高校野球関係者を対象と

した野球指導者講習会を通じて、指導力の向

上を目指してきました。そこから我々が学んだ

ことは、学生野球、とくに高校生を対象に指導

するには単なる「野球の技術を教える指導者」

ではなく、「野球を通じて人を育てる指導者」た

る自覚を持つことが大切だということです。

　ルールや規律の遵守、礼儀など「野球から学

ぶ精神」を教えていく資質が指導者に求められ

るでしょう。教員としてプロで培った精神を学

生に教えることが望ましいと個人的には思う

ところもあります。この制度改革で、学生野球

での指導を目指すプロ野球経験者は、野球の

技術指導と同時に教育者の一員として指導す

るということを念頭に置きながら指導力の向

上に努めてほしいものです。

野球指導者の前に
教育者であること

公益社団法人全国野球振興会

　　　理事長　　森　　徹

し、プロとアマの間に厚く高い壁ができました。そ ていくために「野球指導者養成・認定制度」【５ペー
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日本プロ野球ＯＢクラブ杯
　2009年に福岡と長崎でスタートした『日本プロ野球ＯＢクラブ杯』は、帝京大学

様の後援をいただき、本年度下記13会場での開催を予定しています。

ベースボールサマーキャンプ
in 芦別

　本年も北海道芦別市様と共催し、夏休み期間中に大自然の中の芦別市で2泊3

日のベースボールキャンプを実施します。

　野球技術の基本だけでなく、集団生活による団体生活ルールの学習、礼儀作

法の習得も目的としています。

　指導講師は、監督、コーチを歴任した4名。今回は芦別市出身の高橋慶彦氏も

参加します。

　夏休みの想い出づくりにいかがでしょうか？

詳細は以下の通りです。是非ともご検討ください。

●ベースボールサマーキャンプ in 芦別

・日時：2013年7月31日（水）～8月2日（金）2泊3日

・会場：芦別市民球場（北海道芦別市）

・指導講師：八木沢荘六、高橋善正、高橋慶彦、水上善雄

・主催：公益社団法人全国野球振興会、芦別市

・参加対象：全国の小学4年生～6年生の男女

・募集人員：150名（最少催行人員　100名）

・参加費用： 28,000円（1名あたり）

※現地までの交通費は含みません（現地集合となります）

参加費には、キャンプ期間中における宿泊代、食事代、練習時の

飲食代、宿泊場所から会場までの移動バス代及びスポーツ傷害保

険料を含みます。

・お問合せ： 日本プロ野球ＯＢクラブ　ベースボールサマーキャンプ

芦別実行委員会事務局　担当：片山

〒079‐1371　北海道芦別市上芦別町6番地

芦別市総合体育館内

TEL：0124‐24－2525

E-mail：baseballcamp@city.ashibetsu.hokkaido.jp

芦別市HP：http//www.city.ashibetsu.hokkaido.jp

東日本大震災復興支援活動2012
～中学校応援プロジェクト

（岩手・気仙地区）～
追加寄贈物の報告

2013年度開催予定

　昨年9月22～24日、震災復興支

援活動として野球教室など開催した

岩手県気仙地区の中学校軟式野球部

の生徒、指導者の皆さん422名に、

写真（右）のネックウォーマーを追

加寄贈しました。

イ ベ ン トTopicsTopics 03

東京ベースボールスクール
　昨年12月から始まった「第５回東京ベースボールスクール」は、2月22日（金）に

最終回を迎え、20名の生徒が卒業しました。

　最終日には、多くの保護者、協賛各社、スタッフの方々にお集まりいただき、ス

クール終了後、セミナールームで卒業生一人ひとりから本スクールで学んだこと、

高校での意気込みなどを発表し、チームメイトと語り合いながら最後の場を過ごし

ました。

　今後、学んだことを反復し成長していくことを期待しています。

第６回スクール実施に向けて今後スケジュール調整などを行って参ります。

●第５回東京ベースボールスクール

・日時：2012年12月7日（金）～2013年2月22日（金）全10回

・会場：明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

・指導講師： 投手部門・内藤尚行、前田幸長　野手部門・屋鋪要、鈴木健

メンタル部門・武野顕吾

講師と第5期生20名

昨年度千葉県大会の野球教室で指導する辻 武史氏（元ソフトバンク）

県 日程（予定） 備　考

1 岩　手 4/27、28 予備日4/29

2 鳥　取 5/18、19

3 栃　木 8月中

4 宮　崎 8/31、9/1

5 佐　賀 8月中

6 長　崎 11/9、10

7 鹿児島 11月中

8 大　分 11月中旬以降

9 福　岡 11月もしくは12月中

10 熊　本 11/30、12/1

11 千　葉 11月もしくは12月中

12 沖　縄 2014年2月 ※ 昨年度は九州大会との兼ね合
いで開催見送りとなりました

13 三　重 本年度内

ベースボールサマーキャンプベースボールサマーキャンプ
参加者募集中

！！
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OB会員のお店＆書籍をご紹介します。ぜひ、ご活用ください。
※「OB News」でお店や書籍など掲載をご希望の方は、事務局までお問い合わせください。

※都道府県順

OB達のセカンドフィールド

B達の
FIELDFIELDSECOND

武
蔵
小
杉
駅

イトーヨーカドー
　●

　聖マリアンナ
●医科大学東横病院

中原図書館●

ホテル　
精養軒●

中原警察署

中原郵便局
中原警察署前

中原郵便局前

武蔵小杉駅入口

JR南武線

府中街道

〒 東
急
東
横
線

409

牛角
武蔵小杉店

高崎ビュー●
ホテル　

●
沼野クリニック

交番

　高崎神社
●結婚式場　　

高瀬歯科医院
●

●西形医院

正法寺
卍

セブンイレブン
●

足利

本町3丁目

九蔵町

田町北

本町2丁目本町1丁目
354

354

東国文化歴史街道

もつ野菜鍋
川－SEN－

神奈川県川崎市中原区小杉町3-69-1
TEL：044-738-1129
営業時間 /17：00 ～ 24：00
定休日：無休
座席数：46 席
喫　煙：可
ホームページ www.gyukaku.ne.jp

群馬県高崎市九蔵町31-1
パークイン高崎 2F

TEL：027-321-9997

営業時間 /18：00 ～ 23：00
※ホテル内で宿泊可能です。
定休日：日曜日　座席数：45席　喫煙：可
ホームページ sen9997.web.fc2.com

〈交通手段〉
 東急東横線 武蔵小杉駅南口より徒歩5分
 JR南武線 武蔵小杉駅西口より徒歩8分
 日比谷線 三田線 南北線も乗り入れ有り

〈交通手段〉
 信越線 両毛線 高崎駅より
 徒歩20分、タクシー5分

秦 真司

お店PR｜ジャズを聞きながら、炭火で焼き肉を堪能してく

ださい。メニューも豊富で四季で変わります。おいしいビール、

ワイン、お肉等を揃え、元気なスタッフでお待ちしております。

お店PR｜ぷりぷりの和牛もつ使用のもつ野菜鍋と、

本場、熊本直送の馬刺しが当店の2本柱です。徹底的

に素材にこだわったからこそ出せる味が当店にはあり

ます。その他、地場産の野菜や厳選した豚肉を使った串

焼き（ 絶 品 愛 豚

串焼き）、串揚げ

も大人気です。ス

タッフ一同、元

気に接客してお

ります。

牛角 武蔵小杉店 もつ野菜鍋 川-SEN-

1985-1998 ヤクルトスワローズ
1999 日本ハムファイターズ

2000-2001 千葉ロッテマリーンズ
2005-2006 中日ドラゴンズ

焼肉屋 もつ鍋

スポーツで日本を元気に！食で人
を元気にできるように頑張ります。

渋谷
ヒカリエ
●

渋谷郵便局

渋谷
警察署

渋谷
クロスタワー

●

青山劇場
●

宮益坂上

渋谷署前

宮益坂下

JR山手線

宮下公園
明治通り

至恵比寿至原宿
渋谷駅渋谷駅

六
本
木
通
り

青
山
通
り

〒

和ダイニング
美醤（B1F）

東京都渋谷区渋谷2-10-15
JPLビル B1F

TEL：03-5485-0026

営業時間 / 平日 18：00 ～ 24：00
( 土曜・祝日 17：00 ～ 23：30）

定休日：不定休（だいたい日曜日）
座席数：26 席　喫煙：可
ホームページ bishou.shichihuko.com/

〈交通手段〉
 JR渋谷駅より徒歩7分

和田 孝志

お店PR｜馬の料理をメインに、九州地方の料理を多数

ご用意しています。落ち着いた雰囲気でお食事をお楽し

みください。おすすめは、馬刺し、馬タン塩焼き、馬レバ

刺し、レタスしゃぶしゃぶ鍋、カ

リカリ牛蒡、芋カリなど。

和ダイニング 美醤（びしょう）

1993-2002 千葉ロッテマリーンズ

居酒屋

宜しくお願いします。

中野駅中野駅

中野
ブロードウェイ
●

●
中野
サンプラザ

　ライフ
●中野駅前店

　中野
●共立病院

中野駅北口

JR中央本線

新井

中
野
通
り

早稲田通り

至新宿

少年野球指導教室
中野塾

東京都中野区中野 5-54-4
コンフォートMF中野1F

TEL：03-5380-6377

営業時間 /18：00 ～ 28：00
定休日：年中無休
座席数：14席　喫煙：可

ホームページ
www.nakano-baseballschool.com/

〈交通手段〉
 JR中央線 中野駅より徒歩5分

副島 孔太

お店PR｜野球ファンが集う、小さな居酒屋です。堀内

家秘伝の鶏の唐揚げがおすすめです。

少年野球指導教室 中野塾

1997-2002 ヤクルトスワローズ
2002-2004 オリックス・ブルーウェーブ

居酒屋

日替わりの店員で元プ
ロ野球選手、芸人、アイド
ルなど様々なジャンルの
野球観を味わえます！！

阪急三
宮駅

阪急三
宮駅

三宮駅三宮駅

東急
ハンズ
●

マクドナルド
●

三宮駅北

阪急神
戸線

JR東海
道本線

生田新道

交番

生田神社

い
く
た
ロ
ー
ド

北
野
坂

東
門
筋

ダッグアウト
みやもと

（笹原ビル2F）

三宮薬局
●

ローソン
●

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-20-2
甲南アセット笹原ビル

TEL：078-321-2968

営業時間 /18：00 ～ 24：00
定休日：日曜日、祝日
座席数：カウンター10席、ボックス11席
喫　煙：可

〈交通手段〉
 JR阪急 阪神三宮駅より徒歩3分
 市営地下鉄より徒歩1分

宮本 幸信

お店PR｜オープンして今年で32年。タイガースが中

心ですが、ここはパ・リーグの話ができるので喜ばれて

います。おすすめは、にゅうめんや和食の付出です。

ダッグアウト みやもと

1968-1974 阪急ブレーブス
1975-1976 広島東洋カープ
1977-1979 日本ハムファイターズ

1980 横浜大洋ホエールズ

スナック

何事も考えの切替が大切
ですネ。毎日の新聞をしっ
かり読むことも。

明石駅明石駅
山陽明石駅山陽明石駅

アスピア
明石

パチンコ

県立明石公園

2

山陽電鉄本線

JR山陽本線

みずほ

三菱東京UFJ

ジュンク堂　
書店●

明石駅前大明石町1

明石小文

●

至姫路 至神戸

シーバー41
しばいけ

兵庫県明石市東仲ノ町10-13

TEL：078-914-2541

営業時間 /〈昼の部〉11：30 ～ 14：00
〈夜の部〉17：00 ～ 23：00

定休日：〈昼の部〉日・月・祭日
〈夜の部〉無休

座席数：カウンター 10 席
喫　煙：可

〈交通手段〉
 JR山陽本線 明石駅より徒歩2～3分

芝池 博明

お店PR｜明石海峡でとれた季節の魚を中心に刺身・煮魚・

焼き魚など新しいものを！私が釣りに出た時は、大サービス！！

昼の定食は、毎日小鉢3品日替わり。ご飯はおかわり自由。

シーバー41 しばいけ

1969-1972 近鉄バファローズ
1973-1974 太平洋クラブライオンズ
1975-1976 近鉄バファローズ
1977-1978 中日ドラゴンズ

居酒屋

自ら調理し、おもてなしできる居酒
屋にしました。お客様との会話も楽
しみの一つ。頑張ってやっています！！

阪急三
宮駅

阪急三
宮駅

三宮駅三宮駅

東急
ハンズ
●

マクドナルド
●

三宮薬局
●

三宮駅北

阪急神
戸線

JR東海
道本線

生田新道

交番

生田神社

い
く
た
ロ
ー
ド

東
門
筋

北
野
坂

まる九
（ノアールビル5F）

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-3-11
ノアールビル5F

TEL：078-321-0474

営業時間 /17：00 ～ 23：30
※23:00ラストオーダー

定休日：日曜日
座席数：25 席
喫　煙：可

〈交通手段〉
 三宮駅（各線）より徒歩2～3分

野田 浩司

お店PR｜出身地九州に何度も出向き、探してきた食材

（料理）を提供しています。おすすめは馬刺し・地鶏の炭

火焼き・黒豚しゃぶしゃぶ・辛子蓮根・せせりのワサビ和

えなど。掘りごたつ式のテーブ

ルでお客様にゆっくりと飲食を

楽しんでいただいています。

まる九

1988-1992 阪神タイガース
1993-2000 オリックス・ブルーウェーブ

居酒屋

宜しくお願いします。

●
広島三越

●三越前
　パーキング

セブンイレブン
●

百十四
流川通北口 薬研堀通北

広島胡町
郵便局

広電本線

胡町駅胡町駅 相生通り

メンバーズ高橋

〒

広島県広島市中区胡町3-25-503
バイオレットビル 5F

TEL：082-242-6770

営業時間 /19：00 ～翌 1：00
定休日：日曜日
座席数：18 席
喫　煙：可

〈交通手段〉
 バス、市電 胡町駅
 三越デパートより徒歩3分

高橋 里志

お店PR｜野球の話でもしながら飲んでいただけたら

と思っています。

メンバーズ高橋

1968-1972 南海ホークス
1973-1980 広島東洋カープ
1981-1984 日本ハムファイターズ
1985-1986 近鉄バファローズ

スナック

広島に来られましたら、
ぜひご来店ください。

アルパーク
東棟

アルパーク
北棟

アルパーク
西棟

●
ヤマダ
電機

●
エディオン

商工センター
入口

商工センター
3丁目

バスセンター前

宮島
街道

〒

JR
山陽
本線

広島
電鉄 至 広

島

新井
口駅

新井
口駅

商工
セン
ター
入口
駅

商工
セン
ター
入口
駅

2

カープ鳥
おさない

広島県広島市西区草津新町2-17-9

TEL：082-279-8900

営業時間 /
平日18：00～LO 23：30/土曜日17：30～ 
23：30（LO）/日曜日17：30～22：30（LO）
定休日/年中無休（年末年始除く）
座席数：53席（座敷有り）   喫煙：可

〈交通手段〉
 JR山陽本線 新井口駅より徒歩5分
 広電 商工センター入口駅より徒歩5分

長内 孝

お店PR｜炭火で焼いたジューシーな焼き鳥を食べな
がら、大画面で野球観戦できます。カープ選手や他球団
の選手のユニフォームやグッズを沢山展示しています。

カープ鳥 おさない

1976-1991 広島東洋カープ
1992 横浜大洋ホエールズ
1993 横浜ベイスターズ

焼き鳥
居酒屋

ファンの方々と身近に触れあうように
なり、野球界を支えているのは、ファン
の方々だなと改めて感じています。

●
中国電力

●ダイワ
　ロイネット
　ホテル

　広島市
●中区役所

白神社（南）

中電前駅中電前駅

平和大通り

〒

白神社前

西高

国泰寺高

広島小町郵便局

NHK●

文

文

54

広
電
宇
品
線

べんがら亭

広島県広島市中区小町5-23

TEL：082-249-0515

営業時間 /
〈ランチ〉11：30 ～ 14：00（月～金曜日）
〈ディナー〉18：00 ～ 23：00（LO）
定休日：日祭日
座席数：34席
喫　煙：可

〈交通手段〉
 広島電鉄宇品線 中電前駅より徒歩3分

小林 誠二

お店PR｜中日ドラゴンズでコーチをしていた時に知った三

河赤鶏の味を広島で出したくて頑張っています。三河赤鶏のさ

しみや、特に炙り焼き自家製つくね（シソ味）がおすすめです。

べんがら亭 小町

1976-1980 広島東洋カープ
1981-1983 西武ライオンズ
1984-1988 広島東洋カープ

居酒屋

広島市内以外にお住ま
いのOBの方、広島にこ
られる事があれば、ぜひ
お立ち寄りください。

群馬県

東京都

神奈川県

東京都

兵庫県兵庫県

広島県兵庫県

広島県広島県
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BOOK HOUSE HD

定価：本体 3,000円＋税 頒価：1,700円（税込み） 定価：本体 619円＋税

アービー 徳間文庫

中山 悌一 土屋 弘光

書籍PR｜これまで「スポーツ現場の指導者とスポーツ科学研

究者とのギャップを埋める」ということが、常に課題としてあ

がってきました。この本は、現役のトップ選手の貴重なデータ

を蓄積し、現場の指導者・選手へ科学的英知と示唆に富む分

析結果を提供しています。スポーツ科学に関する本として、こ

れだけの資料と分析結果をまとめたものは、本書以外にない

と断言できるでしょう。　　　　　※本書「推薦のことば」より

書籍PR｜『NEW野球テクニック』を二十数年ぶりに改訂！

ひと目でわかる図解を中心に、コーチ歴20年以上の経験と実

績に裏打ちされた豊富な知識とで、打撃・走塁・チーム守備の

基本テクニックを5つの章「打撃の基本テクニック」「バントの

基本テクニック」「攻撃作戦の基本テクニック」「走塁の基本

テクニック」「チーム守備の基本テクニック」に分けて紹介して

います。やる気のある選手必携の教科書。

※ 本書は、書店等で販売されていません。ご購入希望の方は
　MAUVE（モーヴ） TEL.03-5454-4603 まで

書籍PR｜後楽園球場最後のホームランを打ったのは巨人の

吉村選手。しかしこの本塁打、２ストライク４ボールからの“あ

りえない”一打だった。何故こんなことが起こってしまったの

か？　セリーグの審判として第一線で16年間活躍してきた篠

宮愼一が明かす、プロ野球不思議話、びっくりルール話、傑作

人物話…。どうしよう。こんなことを知ってしまったら、野球が

もっと楽しくなっちゃう！！

プロ野球選手のデータ分析 土屋弘光の図解 野球テクニック 誰も知らないプロ野球「審判」というお仕事

1979-2002 阪神タイガース

二軍トレーニングコーチ・一軍ト
レーニングコーチ・総合トレー
ニングコーチ・コンデショニン
グコーチ等を歴任

篠宮 愼一

大学入学後、東京都高野連公
認審判を経て在学中に首都大
学野球連盟公認審判員となり、
1982年からセントラル・リーグ
審判員となる。

1956-1957 中日ドラゴンズ

コーチ歴は、中日ドラゴンズ（1962-1967、1979-1980)、
ロッテオリオンズ (1969-1978、1987-1990)、横浜大洋ホ
エールズ (1981)

ケーキ屋●
うどん屋●

ファミリー
マート
●

福岡

至久留米至福岡

交番

西鉄天神大牟田線
西鉄小郡駅西鉄小郡駅

●
西
鉄
ス
ト
ア

●
魚
民

●
御
家
路

●
ス
カ
イ

スナック
サウスポー

福岡県小郡市祗園1丁目7-11
井手ビル 1F

TEL：0942-73-2081

営業時間 /19：30 ～ 24：00
定休日：不定休
座席数：カウンター10席、

テーブル8名・6名・4名
喫　煙：可

〈交通手段〉
 西鉄小郡駅より徒歩0分

永射 保

お店PR｜15名以上で貸切（2時間）。飲み・歌い放題。

小皿は、日替わりで自分の手作りです。

スナック サウスポー

1972-1973 広島東洋カープ
1974-1976 太平洋クラブライオンズ
1977-1978 クラウンライターライオンズ
1979-1986 西武ライオンズ
1987-1988 横浜大洋ホエールズ
1988-1990 ダイエーホークス

スナック

カウンターで毎日飲んでいます。
気軽に声をかけてください。

宮崎病院
●

ライオンズ
ホテル●

宮崎医療
センター病院
●

●ホテル
　マリックス

ホテルマリックス
ラグーン
●

　宮崎中央
●眼科病院

橘通3丁目

北高松町

10

10

269

220

ずんたん

→
至
宮
崎
駅

宮崎県宮崎市高松町4－43
※高松通東天閣の南側/ローソン横

TEL ：0985-20-3822

営業時間/18：00～24：00 23：00（LO）
定休日：日曜日
座席数：カウンター・個室あり
収容（2名・4名・8名・12名・20名対応）
喫　煙：可

〈交通手段〉
 JR日豊本線 宮崎駅より 徒歩15分

池田 親興

お店PR｜県内外の入手困難なレア焼酎・日本酒は40種

類以上!!魚など旬の宮崎のおいしい食材を使った料理を

提供しています。おすすめは地鶏、チキン南蛮、鶏鍋。

旬材料理 ずんたん

1984-1990 阪神タイガース
1991-1994 福岡ダイエーホークス

1995 ヤクルトスワローズ

居酒屋

キャンプ開催地ということ
もあり、宮崎へお越しの際
は、是非お立ち寄りください。

中国上海市長宁区古羊路469号
（近姚虹路）

TEL：021-52372776

営業時間/11：00～翌3：00
定休日：無休
座席数：108席
喫　煙：1階席/禁煙、2階席/喫煙可

〈交通手段〉
 地下鉄 宋园路駅より徒歩10分

松浦 宏明

お店PR｜「四川美人の秘密はここにあり！」四川料理

と火鍋がおすすめです。ベースとなるスープの味は数種

類から選べるのですが、中でも人気のメニューは「小

麻辣锅」と「滋补清汤锅」。ぜ

ひ、お試しください。

幺妹豆捞  Yao mei dou lao

1985-1995 日本ハムファイターズ
1995 横浜ベイスターズ

火鍋店

上海へお越しの際には、是
非ご賞味ください。

宮崎病院
●

●ホテル
　マリックス

ホテルマリックス
ラグーン
●

　宮崎中央
●眼科病院

新田
歯科医院
●

橘通3丁目

清水1丁目

西池小
宮崎西中文

文

10

10

269

かたおか

→
至
宮
崎
駅

宮崎県宮崎市清水2-8-32

TEL：0985-24-2263

営業時間/〈昼の部〉11：30～13：30
〈夜の部〉17：00～21：45（LO）

定休日：不定休
座席数：50席
喫　煙：可
ホームページ okonomi-kataoka.jp

〈交通手段〉
 JR九州 宮崎駅より車で8分

片岡 光宏

お店PR｜創業21年、老舗の部類に入る店になりました。

キャンプシーズンは野球関係などで大変助けていただい

ています。広島風お好み焼は元より鉄板メニューも充実！

とんかつもリピートNo.1です。

鉄板焼き お好み焼 とんかつ かたおか

1980-1988 広島東洋カープ
1989 中日ドラゴンズ

1990-1991 横浜大洋ホエールズ

鉄板焼き
お好み焼
とんかつ

野球で培った人脈などで
21年目を迎えました。今後
とも宜しくお願い致します。

宮崎県福岡県

中国宮崎県

10
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　2013年度シーズンも会員の皆様に巨人戦チケットの優先販売を受け付
けております。ご希望の試合日・対戦カード・座種・枚数を事務局（03-3626-
8911）までお知らせください。

● 座種及び料金　指定席S  5,900円　指定席A  5,200円
　※上記以外の座種の取り扱いはございません。
　※お支払金額にはチケット代の他、別途送料を申し受けます。
　※優先販売ですが、チケットが確保できない場合もございます。
　※お申し込み後のキャンセルはできません。

■　 読売ジャイアンツ公式戦
東京ドーム観戦チケット販売のお知らせ

■　義援金収支報告（2012 年度）

2012年4月1日残額 ¥623,087 

収　　入 ¥467,000 

10月15日 第19回日本プロ野球OBクラブチャリティ
ゴルフコンペチャリティ収益金 ¥467,000

支　　出 ¥29,610 

８月９日 第5回東日本大震災復興支援ティーボール
交流大会活動諸経費 ¥29,610

残額（2013年3月31日現在） ¥1,060,477

※今後も、被災地での野球教室開催諸経費や野球用具提供への使途を予定しております。

　財団法人 野球体育博物館は４月１日に公益財団

法人に移行し、「公益財団法人 野球殿堂博物館」と

改称しました。1959年の開館以来、初めての名称変

更です。これを記念して当館では現在、特別展「野球

殿堂のあゆみ」を開催中です（７月７日まで開催）。

　今回は、“野球殿堂”にちなみ、殿堂入り選手ゆかり

の資料の中から、大変めずらしい袖章（ワッペン）を

ご紹介します。この袖章は、1937年秋季シーズンの

首位打者を獲得した景浦将選手（タイガース・65年

野球殿堂入り）に贈られたものです。

　1936年にスタートした日本プロ野球公式戦は、

37、38年の2年間は春秋の2シーズン制で行われま

した。37年秋のシーズン、タイガースは２位の巨人

に９ゲーム差をつけ39勝９敗１分けと圧倒的な成績

で優勝します。景浦選手はチームの中心打者として

活躍、打率.333の成績で首位打者となりました。

　景浦選手は、プロ野球草創期の投打の主役として

沢村栄治投手（巨人）と並び称され、37年春、38年春

には最多打点を記録するなど豪快な打撃で人気を

集めました。一方で、投手としても活躍し、36年秋に

は６勝０敗で勝率10割、最優秀防御率となる0.79

を記録、37年春にも防御率0.93で11勝をあげてお

り、いわば“元祖･二刀流”ともいえるのではないで

しょうか。

　この袖章のサイズは8.5cm×6.8cmで厚さは

約0.9cm。日本職業野球連盟のマークの下に、大

型の鳥、バットが図案化され、「LEADING HITTER」、

「1937 AUTUMN」と刺繍されています。残念なが

らこのシーズン限りの記念品のようです。

　景浦選手は1936～39年、43年の５年間の選手

生活の後、45年にフィリピンで戦死されました。この

袖章は、同じ愛媛出身で立大時代の同窓生でもある

坪内道則氏（92年野球殿堂入り）が預かっていたも

ので、現在は当博物館で収蔵しており、常設展示・プ

ロ野球の歴史コーナーで展示しています。

特別連載
Vol.16

公
益
財
団
法
人 

野
球
殿
堂
博
物
館

野
球
体
育
博
物
館 

改
め

「景浦将選手　1937年秋季首位打者袖章」

葛城隆雄さん

佐々岡真司さん高橋一三さん大橋穰さん

国貞泰汎さん町田行彦さん

Present Corner プレゼントコーナー

〒130-0012
東京都墨田区太平4-13-2 太平サクラビル２階
公益社団法人全国野球振興会　「OB NEWS Vol.57 プレゼント」係

応 募 方 法
ご希望の方は、ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、ご希望のOB名、OBク
ラブへのご意見･ご要望などを明記の上、下記の宛先までご応募ください。
締め切りは、6月1日（当日消印有効）。当選者の発表は、プレゼントの発送を
もって代えさせていただきます。

オリジナル 直筆サインボール  各1個（合計６名様）

OBの直筆サインボール（各1名様）

♦ 現役を引退してから
　2000年に阪神タイガースを自由契約となり、
2001年2月に株式会社メガスポーツに入社し大
阪府泉佐野市にあったスポーツオーソリティ日根
野店に2004年12月まで勤務しました。

♦プロ野球界への復帰
　2005年1月から四国アイランドリーグ 徳島
インディゴソックスのコーチに就任しました。ス
ポーツオーソリティの仕事にやりがいを感じてい
ましたが「一度コーチ業を経験してみたい」とい
う思いから決断。その後、2006年に千葉ロッテ
マリーンズに復帰しアマチュアスカウト、2007年
に一軍ブルペンキャッチャーに異動し同年５月か
ら二軍バッテリーコーチを兼任しました。2008
年から退団する2009年までは、二軍バッテリー
コーチを務めました。

♦ 現役を引退から13年 野球との関わり方
　2010年は野球塾のコーチを、2011年は輸
入海産物の営業。現役をやめてから13年の間
に色々な体験をしましたが、その都度たくさんの

方々に助けていただいたと感謝しています。

♦これからも野球界への恩返し
　2012年5月、8年ぶりに株式会社メガスポーツ
スポーツオーソリティに野球担当スタッフとして
復帰しました。現在は千葉県松戸市の店舗で接
客・販売や加工・修理を行っています。また東日本
の店舗で野球教室や店舗スタッフへの野球の商
品知識や加工技術の勉強会もしています。野球に
関わる仕事に復帰でき、今年は社運を賭けた一大
プロジェクトにも参加しています。プロ野球のユ
ニフォームを着ていなくても野球界に恩返しがで
きているように思います。

＜株式会社メガスポーツ　会社概要＞
1995（平成7）年設立

「スポーティンググッズの販売を通して、お客さま
の健康、スポーツを通じた夢や感動、楽しさ、そし
て豊かな暮らしを提供する」をミッションに掲げ、
北海道から九州まで店舗を展開。スポーツオーソ
リティ店舗では専門性を重視した取り組みにも注
力し、本格的にスポーツと関わるお客さま向けの、

よりハイエンドな商品の充実を図り、併せて専門
スタッフの育成にも力を注いでいる。

＜スポーツオーソリティ　松戸店＞
〒270-0027
千葉県松戸市二ツ木字
宮前1782-1　
プチモール フタツギ
通常営業時間
10：00～21：00
TEL　047-374-5011

今回のOB

定
じょうづめ

詰  雅
まさ ひ こ

彦
1966年9月24日生（46歳）大阪府出身　捕手
広陵高校➡日立造船有明➡新日本製鐵広畑➡ロッテオリオンズ➡千葉ロッテマリーンズ➡阪神タイガース

様々な形で野球界への恩返しを
継続していきたい

ＯＢたちの

Next Profes
sional Life

定詰 雅彦
さん

第４回

　公益に資する団体として、また経費の節約を徹底させていただきたく、
以下の点にご協力をお願いいたします。

　・ 公共交通機関利用料金で精算
自家用車ご利用の場合でも、特別な理由がある場合を除き、
電車やバス代にて精算させていただいております。

　・ パッケージツアー利用（航空券・電車＋宿泊）
発着時刻・宿泊先の変更等対応できないことがございます。

■　旅費交通費に関する経費節減のお願い

　
●ホームセンター
　マツモトキヨシ
　二ツ木店

千葉トヨタ自動車
㈱松戸二ツ木店

●

●菊池医院

蘇羽鷹神社
●

ベビーザらす
松戸店
●

　コモディ
●イイダ
　馬橋店

　
●J-up 松戸店

二ツ木

JR
武
蔵
野
線

6

スポーツオーソリティ

二三ヶ丘
幼稚園

文

卍
光願寺

セブン
イレブン
●

【野球殿堂博物館】  www.baseball-museum.or.jp
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日にち 行事名（事業名） 場所

1月

9日（水）
第9期野球事業推進委員会　
野球教室プロジェクト第１回会議

当会（東京都墨田区）

11日（金）
第9期財務委員会第１回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

東京ベースボールスクール（4回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

18日（金） 東京ベースボールスクール（5回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

19日（土） 全日本野球会議主催：野球指導者講習会 幕張メッセ（千葉県千葉市）

21日（月） 第9期野球事業推進委員会　第5回全体会議 KFCホール（東京都墨田区）

24日（木）

第9期コンプライアンス委員会第3回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

スポーツ選手活用体力向上事業
葛飾区立南奥戸小学校（東京都葛飾区）
世田谷区立塚戸小学校（東京都世田谷区）

25日（金）
東京ベースボールスクール（6回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

東海地区ブロック会議 名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市）

26日（土） 全国アマチュア野球指導者講習会（東海） ＪＲ東海硬式野球部施設（愛知県瀬戸市）

30日（水） 近畿地区ブロック会議 大阪府立国際会議場（大阪府大阪市）

31日（木） スポーツ選手活用体力向上事業 野洲市立祇王小学校（滋賀県野洲市）

2月

1日（金） 東京ベースボールスクール（7回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

2日（土） 元プロ野球選手技術指導講習会 兵庫県立長田高等学校（兵庫県神戸市）

3日（日） 元プロ野球選手技術指導講習会 兵庫県立尼崎小田高等学校（兵庫県尼崎市）

7日（木） 第9期財務委員会第2回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

8日（金） 東京ベースボールスクール（8回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

10日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会（北海道）
北海道日本ハムファイターズ　札幌屋内練習場

（北海道札幌市）

14日（木） 内外情勢調査会　名古屋支部懇談会 　講演会 名古屋観光ホテル（愛知県名古屋市）

15日（金） 東京ベースボールスクール（9回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

17日（日） SPORTS FAN FESTIVAL in SHIBUYA ミント渋谷店（東京都渋谷区）

22日（金） 東京ベースボールスクール（10回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

23日（土）

野球指導者養成・認定制度事業　
2012技術セミナーⅤ期中国四国地区

マツダスタジアム広島（広島県広島市）

中国四国地区ブロック会議 マツダスタジアム広島（広島県広島市）

24日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会（中四国） マツダスタジアム内施設（広島県広島市）

27日（水） 第9期財務委員会第3回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

3月

2日（土）
九州総合スポーツカレッジ　
平成24年度　卒業証書授与式

九州総合スポーツカレッジ（大分県宇佐市）

4日（月） NPB新人研修会　団体紹介 グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）

6日（水）
第9期野球事業推進委員会　
野球教室プロジェクト第2回会議

当会（東京都墨田区）

7日（木） 平成24年度第5回常務理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

10日（日） リトルシニア関東連盟　2013年度開幕式 明治神宮野球場（東京都新宿区）

12日（火） 近畿地区ブロック会議 梅田スカイビル（大阪府大阪市）

14日（木） 平成24年度第5回理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

19日（火） 関東北信越地区ブロック会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

21日（木） 第9期コンプライアンス委員会 第4回会議 新都市法人総合法律事務所（東京都中央区）

23日（土）
九州医療スポーツ専門学校　
二号館（片野校舎）　完成披露式典

九州医療スポーツ専門学校　二号館
（福岡県北九州市）

26日（火）

香川オリーブガイナーズ　
2013シーズン決起集会

JRホテルクレメント（香川県高松市）

東北地区ブロック会議 ホテルメトロポリタン仙台（宮城県仙台市）

活 動 報 告 2013 年 1 月〜 3 月　 会 員 情 報

氏　名 球　団 年齢 ポジション

吉田 篤史 ロッテ 42 投　手

宮下 文夫 阪　急 49 投　手

鈴木 平 オリックス 43 投　手

住吉 義則 日本ハム 48 内・外野手

御手洗 久文 近　鉄 56 内野手

廣政 秀之 近　鉄 46 投　手

貝塚 政秀 西　武 38 捕手、内・外野手

古屋 剛 西　武 43 内野手

國松 慶輝 西　武 50 内野手

原井 和也 西　武 44 内・外野手

村井 一男 西　武 52 投　手

三村 保子 日本野球機構 63 職　員

大貝 恭史 日本ハム 40 外野手

作田 栄和 日本ハム 50 内野手

小早川 幸二 広　島 42 投　手

川口 寛人 巨　人 27 内野手

伊与田 一範 ロッテ 35 捕手、内・外野手

■新入会員一覧 2013 年 3 月末日現在

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

長尾 旬 近　鉄 2013年1月17日 77 1935

中原 一三 東　映 2013年1月26日 76 1936

大下 正忠 巨　人 2013年２月２日 62 1950

■訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

編集･発行人：公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球OBクラブ）　　URL：www.obclub.or.jp   E-mail：info@obclub.or.jp  

  本部事務局：〒130-0012　東京都墨田区太平4-13-2　太平サクラビル２階
 TEL：03-3626-8911　FAX：03-3626-8912

［事務局より］住所変更の際は、お手数ですが上記事務局までお知らせください

編集協力
株式会社デジタル・アド・サービス
発行日：2013年４月

ようこそＯＢクラブへ！

　鈴木 平さん
が入会しました

　現役を引退して10年、地元・静岡県磐田市に戻り治療院を開業し
ています。

　磐田市にはプロサッカーチームがあるため、プロスポーツのＪ
リーグがとても身近です。しかし、プロ野球は遠い世界と感じてい
る子どもが多いようです。

　そこで、休みの日には少年野球や中学野球に顔を出してアドバイ
スをするなどの地道な活動を行っていますが、一人で行う野球教室
には色々と限界を感じていました。そこでＯＢクラブの会員の皆さん
と一緒に、全国の野球を更に盛り上げられたらと考えています。

　昨今の少年野球チームの多くは、試合に勝つことだけを目標にし
ており、選手の将来を考えた指導を取り入れているチームは少ない
状況です。今、何をしなければならないのかをもっと多くの子どもた
ちに教えていきたいです。

◆鈴木 平プロフィール

1970年3月10日生まれ（43歳）
◦静岡県磐田市出身　投手
◦ 東海大学第一高校 ➡ ヤクルト ➡ オリックス ➡ 中日 ➡ ダイエー
◦ ’96日本シリーズ優秀選手賞　　◦オールスター1回出場

ご 案 内
ホームページと facebook を随時更新中！
皆さまのご訪問をお待ちしています。
また、当会ご案内パンフレット「団体概要」
をリニューアルしました。会員募集の際に
皆さまにご活用いただければ幸いです。
団体概要をご希望の方は事務局までお気
軽にお声掛けください。



当社は社会活動の一環として、各地で開催される 
野球教室におきまして          関連商品 

「エルセの実」を無償配布しております。 

■ご家庭向け商品のご案内 

■家庭用エルセ SHW型 

（水道元付けタイプ） 

■シャワータイプ 

SH-01型 

未来を担う子どもたちのために… 

エルセ 

info@n-jisui.co.jp

 〒880-1301 宮崎県東諸県郡綾町大字入野4409番地6 

0120-39-1132  

フリーダイヤル

エルセ 検 索 

サンキュー  イイミズ URL http://www.n-jisui.co.jp 

         R

エルセは全国野球振興会(日本プロ野球ＯＢクラブ)の推奨商品※です！ 

※推奨対象製品 ： 家庭用エルセSHW型，エルセシャワーヘッドSH-01型，エルセの実 


