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　会員の皆さんの、日頃のご協力、ご尽力に感謝致します。
公益法人移行１年目の当期、黒字を計上することができ
ました。これも、財務委員会を中心とした運営組織が機
能を果たしていることとともに、皆様のご協力の賜物と感
謝しております。
　収入面では、主に大和ハウス工業株式会社様からの特
別協賛金、一般社団法人日本野球機構（NPB）様から
の補助金を始めとする、予定されていた大きな財源をす
べて確保することができました。
　当会の活動趣旨にご賛同いただいた関係各位には心か
ら御礼申し上げる次第です。
　しかしながら、当会の財政は確固たる財源の確保が約
束されているものでもありません。経費の削減にはさらに
徹底を図り、事業費の見直しなど、財務基盤の強化を図っ
ていく所存です。
　皆様もご承知のように、このたび、プロ野球選手のア
マチュア資格回復について大きな進展がみられました。プ
ロ・アマの間で度重なる検討会議があったわけですが、
何においても、プロ野球ＯＢで組織する唯一の公益社団
法人でもある当会が、これまで十数年かけて指導者養成
事業等に取り組んできたことが高い評価を受け、プロ・ア
マ問題の協議において、当会の姿勢、プロ野球ＯＢの取
り組みについての理解を深めてもらっています。
　アマチュア資格の回復については、プロ野球ＯＢがプロ
側とアマ側の研修を経ることで、学生野球での指導が可
能になります。半世紀に及ぶ大きな壁が取り払われようと
しています。NPB、一般社団法人日本プロ野球選手会、
当会の三者の協力体制の強化によって対応していきたい
と思っております。

　当会においては、10 年にわたり公益財団法人日本高
等学校野球連盟からの依頼を受けて高校生、そしてその
指導者を指導してきた実績があります。アマチュア指導者
講習会や全日本野球会議もしかりです。このたびの資格
回復に至ったことの要因の一つに、当会のこうした実績を
高く評価されたことはいうまでもありません。
　しかし、その一方で、これまで 30 人以上のプロ野球
ＯＢが、教員資格を取得し、一定期間、教員として働い
て、はじめて高校生を指導してきた現実があります。果
敢にチャレンジし、高校生を指導してこられたＯＢ諸氏の
努力を我々は忘れてはなりません。こうした先人たちのつ
けた道を汚すことがあってはなりません。アマ側のハード
ルは低くなりました。その分、我々プロ野球ＯＢは、教育
の現場において、単なる野球の技術指導に終わらず、教
育者としての意識改革もしていかなければなりません。こ
の意味で、このプロ・アマ関係改善は、我々にとって更
なる指導力の向上と品位、人格の形成において努力をし
ていかなければならないという、重大な責任を課せられた
ように感じられます。
　当会の指導者養成・認定制度も併せてグレードを高め
ていきます。当会が自信を持って推薦する野球指導者を
多く輩出していくためにも、当会の目指す目的、守るべき
規範、法令の遵守に沿って行動する意識を高めていかな
くてはなりません。このことについてはＮＰＢも我々と足並
みを揃えております。また、プロの指導者認定に関しては、
ＮＰＢ、当会共通の教科、講座を考えております。
　このアマチュア資格回復を機会に、当会が果たす役割
はさらに大きくなります。公共の利益の増進に資する団体
として、広く認知され、多くの注目を集めることになるで

しょう。その期待に応えるためにも、会員一人一人の意識
を高めなければなりません。この会は、そうした会員の集
団であることを、これからも忘れてはならないと思います。
　全国少年少女野球教室も回を重ねて、来年で 20 回に
なります。これも立ち上げ当初からご協力いただいた諸先
輩方の多大なるご協力の賜物と感謝しております。今年
の教室は、過去最多の 385 名の参加講師がありました。
約 20 年前に「100 万人とキャッチボールを！」を合言
葉に、今年、こどもたちの参加が延べ 20 万人を超えま
した。熱意を持って参加していただいたOBの方々の協
力も大きな要因であります。
　その一方で、社団法人化して以来、毎回のように決算
のたびに、会員数を大きく下回る正会員会費しか集まら
ないという懸案事項も背負ってきました。野球の普及・
発展のために、プロ野球に育てられた我々が、後世のた
めに力を結集してやっていくという強い意識で活動をして
いくことが、望まれているところです。この件についても、
専門委員会において、定款などの見直しを検討してきまし
た。当会は年々進化を遂げておりますが、現状に留まらず、
さらに縁の下の力持ちとして野球界発展の一助となれるよ
う努力していきたいと思っております。

公益社団法人全国野球振興会

（日本プロ野球OBクラブ）

　理事長　　森　　徹

事業報告書（期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日）
■ 各種事業概略

〔公1.1〕　全国少年少女野球教室（自主事業）
開 催 日：5月13日（日）
会　　場：全国47都道府県48会場（東京都のみ２会場）
参加児童：10,882人（小学1年生～中学3年生）
派遣会員：372人

〔公1.2〕　全国アマチュア野球指導者講習会（自主事業）
実施期間：12月～２月
実施会場：�４ブロック４会場（�北海道地区/札幌市、関東地区/横

須賀市、東海地区/瀬戸市、中四国
地区/広島市）

参加者数：�アマチュア野球指導者275人�
（�北海道地区/88人、関東地区/39人、東海地区/121
人、中四国地区/27人）

派遣会員：20人（各会場５人）

〔公1.3〕　 全日本野球会議その他野球に関する団体との連携
協力（受託事業）

開 催 日：１月19日（土）・20日（日）
実施会場：幕張メッセ（千葉県千葉市）
参加対象：アマチュア野球指導者約400人
派遣会員：12人

〔公1.4〕　日本高等学校野球連盟への協力事業（受託事業）
実施期間：11月～2月
実施会場：�10会場（�宮城県仙台市、茨城県水戸市、富山県魚津

市、岐阜県岐阜市、兵庫県明石市、兵庫県赤
穂市、兵庫県神戸市、兵庫県尼崎市、島根県
出雲市、宮崎県宮崎市）

参加対象：高校野球指導者及び選手
派遣会員：34人

〔公1.5〕　野球指導者養成・認定制度事業（自主事業）
実施期間：５月～２月
実施会場：�５会場（�関東地区：墨田区２回、近畿地区：大阪市、中

四国地区：広島市、九州地区：福岡市）

参加会員：�当法人所属の正会員99人
指導員登録証取得者総数：92人
派遣会員：29人
助 成 金：スポーツ振興くじ助成金

〔公1.6〕　ベースボールスクール事業（受託事業）
実施期間：12月～２月の内10日間（毎週金曜日）
実施会場：明治神宮外苑室内球技場
参加対象：中学３年生20人
派遣会員：５人（1回あたり２人、他１人）

〔公1.7〕　社会貢献事業
①夢・未来応援プロジェクト�ブルペン（自主事業）
　開 催 日：6月21日（木）
　会　　場：野球体育博物館
　受 入 校：１校（新潟県上越市小猿屋小学校生徒６名）
　派遣会員：１名
②障害者スポーツ教室（受託事業）
　開 催 日：６月12日（火）、６月23日（土）、12月４日（火）
　開催会場：�３回（�埼玉県上尾市、埼玉県さいたま市、埼玉県所沢市）
　派遣会員：６人（１回あたり２人）
③チャリティ事業・東日本大震災復興支援活動（主催事業）
〔中学校応援プロジェクト〕
　実施時期：９月22日（土）・23日（日）・24日（月）２泊３日
　活動地域：岩手県気仙地区（陸前高田市、大船渡市、住田町）
　参加対象：岩手県気仙地区中学校軟式野球専門部
　派遣会員：10人
　助 成 金：�公益財団法人三菱商事復興支援財団東日本大震

災復興支援活動助成金
〔東日本大震災復興支援ティーボール交流大会〕
　開 催 日：８月９日（木）
　会　　場：西武ドーム（埼玉県所沢市）
　参加対象：福島県からの避難児童及び大会参加児童
　派遣会員：７人
〔ユニセフ�ハンド・イン・ハンド募金グランドフィナーレ〕
　開 催 日：12月23日（日）
　会　　場：恵比寿ガーデンプレイス（東京都渋谷区）
　派遣会員：４人

〔公1.8〕　各種少年野球教室（自主事業/受託事業）
①一般野球教室（受託事業）
　実施時期：通年
　参加対象：小中学生
　派遣会員：19人
②サマーキャンプ事業in芦別（自主事業）
　開催日：８月１日（水）～３日（金）２泊３日
　会　　場：北海道･芦別市民球場
　参加対象：小学３～６年生94人
　派遣会員：５人（内、講演１人）
③スポーツ選手活用体力向上事業（受託事業）
　実施期間：通年
　会　　場：31会場
　参加対象：小・中学生、保育園児
　派遣会員：31人
④ティーボール教室
　�全国少年少女野球教室の開催に併せ、ティーボール教室を
開催した。

　開 催 日：５月13日（日）
　会　　場：４会場（福島県、神奈川県、和歌山県、宮崎県）
　派遣会員：22人

〔公1.9〕　講演会への講師派遣事業（受託事業）
実施時期：通年
派遣会員：９人

〔公1.10〕　 OBオールスターゲームの運営協力事業（受託事業）
開催要望がなく、当年度の開催実績なし。

〔公1.11〕　スポーツフェアへの運営協力（受託事業）
実施時期：通年
会　　場：�12会場（�沖縄県宜野湾市、兵庫県赤穂市、長崎県大

村市、福岡県宮若市、茨城県高萩市、新潟県
佐渡市、福島県新地町、宮崎県えびの市、岩
手県花巻市、広島県呉市、香川県高松市、栃
木県栃木市）

派遣会員：202人

公益社団法人全国野球振興会

ご挨拶

平成25年度 定時総会
　去る6月24日に定時総会が開催され、第1号議案、第２号議案ともに原案のとおり

承認可決されました。正（OB）会員の皆さま、ご協力誠にありがとうございました。

1.�日　時：平成25年6月24日（月）15：03～15：44
2.�会　場：�東京ドームホテル　B1F「オーロラ」�

（東京都文京区後楽1-3-61　TEL：03-5805-2111）
3.�議決権総数� 1,663名�
4.�出席正会員数� 1,170名�
5.�報告事項� ●監査報告　　●平成24年度事業報告
6.�議　案
　�■�第１号議案　平成24年度決算承認の件� ◇承認可決
　�■�第２号議案　定款変更承認の件� ◇承認可決
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■ 第２号議案【定款の一部変更承認の件】

〔任意退会〕
現　行
　第８条　�会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に

いつでも退会することができる。
変更案 　
　第８条　�会員は、この法人に対し、退会届の提出その他の方法により、退会の意思を表示する

ことにより、任意にいつでも退会することができる。
　《変更理由》
　　�手続きの幅を広げることで、遅滞なく退会処理を実行する

〔除名〕

現　行
　第９条　�会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって理事長がこれ

を除名することができる。
　　（1）　�定款に違反し、この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為が

あったとき
　　（2）　この法人の会員としての義務に違反したとき
　　（3）　会費を２年以上滞納したとき
　（同条２項、３項省略）
変更案 　
　第９条　（�第９条１項（1）,（2）及び２項、３項は変更なしのため省略）
　　（3）　その他除名すべき正当な事由があるとき
　《変更理由》
　　�一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に従い表記する

〔会員資格の喪失〕
現　行
　第10条　�第８条及び第９条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき

は、その資格を喪失する。
　　（1）�　�成年被後見人、被保佐人の審判を受けた時又は破産手続開始決定を受けたとき
　　（2）　総正会員が同意したとき
　　（3）�　�死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき
変更案 　
　第10条　（第10条１項（1）～（3）は変更なしのため省略）
　　（4）　所在不明となり、６カ月以上にわたり連絡がとれないとき
　　（5）�　�第７条の支払義務を履行せず、督促後なお１年以上納入しないとき
��　　２　�会員が第８条、第９条、もしくは前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法

人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを
免れることはできない。

�　�　３　�この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金
品は返還しない。

　　《変更理由》
　　�　�公益法人として団体の健全な運営を図り、会員相互の公平性を堅持するため、会員の資

格要件を整理する
※公益法人移行初年度のため、前年度表記なし

科　　目 当年度 前年度 合　計

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現 金 預 金 107,026,942 0 107,026,942
未 収 金 7,399,559 0 7,399,559
前 払 金 783,837 0 783,837
貯 蔵 品 225,330 0 225,330
立 替 金 35,400 0 35,400

流動資産合計 115,471,068 0 115,471,068
２．固定資産

(1) 基本財産
定 期 預 金 20,000,000 0 20,000,000

　  基本財産合計 20,000,000 0 20,000,000
(2) 特定資産

保 険 積 立 金 1,211,359 0 1,211,359
　  特定資産合計 1,211,359 0 1,211,359
(3) その他固定資産

建 物 付 属 設 備 886,410 0 886,410
電 話 加 入 権 378,560 0 378,560
保 証 金 1,440,000 0 1,440,000

　  その他固定資産合計 2,704,970 0 2,704,970
　  固定資産合計 23,916,329 0 23,916,329
　  資産合計 139,387,397 0 139,387,397

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未 払 金 2,322,787 0 2,322,787
前 受 金 10,100,000 0 10,100,000
講 師 預 り 金 67,084 0 67,084
預 り 金 527,732 0 527,732
未 払 法 人 税 等 14,014,600 0 14,014,600
未 払 消 費 税 等 2,581,000 0 2,581,000

　  流動負債合計 29,613,203 0 29,613,203
２．固定負債

退 職 給 付 引 当 金 1,452,900 0 1,452,900
　  固定負債合計 1,452,900 0 1,452,900
　  負債合計 31,066,103 0 31,066,103

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

　  指定正味財産合計 0 0 0
２．一般正味財産 108,321,294 0 108,321,294

　  （うち基本財産への充当額） 20,000,000 0 20,000,000
　  正味財産合計 108,321,294 0 108,321,294
　  負債及び正味財産合計 139,387,397 0 139,387,397

（単位：円）

今回の総会では、会員資格の得喪について定款変更がなされました。
以下の点にご注意いただき、今後も一層のご協力をよろしくお願いし
ます。

《ご案内》

◇　�年会費のお支払は、ご自身の銀行口座の登録により、年に1度（4月5日）
自動で引落のかかる「UC集金代行システム」のご利用が便利です。ご希
望の方は、「申込用紙」をお届けしますので、事務局までご連絡ください。

◇　�転居された際は、必ず事務局へご連絡ください。

（担当：総務部　TEL：03-3626-8911）

◎ 年会費のお支払いが、督促後も１年以上確認できないとき
◎ 住所不明となり、 ６カ月が経過したとき

以下に該当された場合は、会員資格が喪失します！

ご注意！

INFORMATION正（OB会員）のみなさまへ…

■ 貸借対照表総括表 平成25年3月31日現在

〔公 1.12〕　日本プロ野球 OB クラブ杯事業（自主事業）
実施時期：通年
大 会 数：�12大会（�三重県、岩手県、鳥取県、栃木県、宮崎県、佐賀県、長

崎県、鹿児島県、大分県、福岡県、熊本県、千葉県）
参加対象：中学生
派遣会員：32人

〔収1.1〕　 無体財産権使用事業※「肖像権使用事業」からの事
業名称変更

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
を貸与した。

〔収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予定であったが、当該年度に対象と
なる企業はなかった。

〔収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った
ほか、当会推奨商品への名義貸与により販売益を得た。

〔共1.1・2〕　ゴルフ、ファンの集いの開催
①ゴルフコンペの開催
　開 催 日：10月15日（月）、11月20日（火）、12月18日（火）
　会 場 数：�３回（�関東地区/埼玉県東松山市、九州地区/福岡県

嘉穂郡、中四国地区/広島県廿日市市）
②感謝の集い
　開 催 日：６月25日（月）
　会　　場：東京ドームホテル（東京都文京区）

● 役員異動状況報告
退 任 報 告

〔相談役〕　松永　怜一
　平成25年4月19日

　※就任日：平成24年９月９日

● 平成25年度ブロック長会議 報告
 総会に先立ち、ブロック長会議が行われました。
プロアマ協議会への取り組みや来年度20回記念事業となる「全国少年少女野球教

室」をはじめ、各地域での取り組みについての紹介や意見交換が行われました。

プロアマ交流が進展する中、地域の特性を生かした活動を興し、各地のOBが地域の

スポーツ・リーダーとなって活躍する日も遠くありません。

ブロック長、都道府県代表幹事を中心にネットワークを密にし、野球の裾野がさらに

大きく広がっていくことを目指しています。

● 懇親会のお知らせ
平成25年12月３日（火）　会場：東京ドームホテル

　　平成25年度都道府県代表幹事会＆懇親会 「感謝のつどい」
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プ ロ ア マ 交 流 促 進Topics 02

プロ野球経験者の学生野球資格回復のための研修制度実施について

　プロ側からのプレスリリース ※６月18日に報道発表されたリリースをご紹介します。　

　History

プロと学 生 野 球 の あ ゆ み 全 国 野 球 振 興 会 のとりくみ

1932 「野球統制令」制定：学生野球協会の統一ルール化

1950 「日本学生野球憲章」制定：プロとの交流制限

1961 柳川事件発生：社会人選手をプロ球団が引き抜いた�
➡日本学生野球協会：元プロのアマ復帰を認めない

1984 教諭特例施行：高校教諭通算10年以上の元プロの復帰認可

1989 母校を背景とするOB戦に元プロ参加可

1993 ドラフト逆指名制度開始（高校生対象外）

1994 教諭特例が通算5年に短縮 任意団体「日本プロ野球OBクラブ」発足

1995 全日本野球会議に参加

1997 教諭特例が通算2年に短縮

1998 「社団法人全国野球振興会」設立、OB相互の指導力向上を目指した勉強会「技術セミナー」スタート

1999 シドニー五輪にプロアマ合同チームで出場 五輪野球日本代表にコーチを２名派遣

2002 シンポジウム「プロアマ関係の現状と展望」開催➡プロアマ交流促進を目指した「野球振興推進委員会設置」
➡「プロ野球OBとアマチュアとの関わり方に関する報告書」作成

2003 高野連がプロ・アマ検討委員会を設置

2004 高野連とNPBがドラフトに関する覚書合意

2005 現役プロ選手の母校での練習認可 アマチュア指導者747人を対象に「野球指導者の意識とその環境に関する実態調査」実施

2010 「日本学生野球憲章」全面改訂

2011 教諭特例：臨時講師も経験年数に加算認可 野球指導者養成・認定制度事業「野球技術指導員登録者制度」スタート

2012 「技術セミナー」通算175講座実施、登録者90人

2013 教諭特例撤廃。プロ・アマ双方の研修受講により認可 プロアマ協議会参加➡野球技術指導員登録者のトライアルプロ研修会優先参加実現
NPB公認ライセンス制度との連携へ協議開始

　日本野球機構および日本プロ野球選手会は、かねてよりプロ野球経験者が学生野

球の世界に戻るための新たな規則等を話し合う「学生野球資格に関する協議会」を

日本学生野球協会とともに重ねてまいりました。その結果、６月１１日に資格回復に

必要なＮＰＢ側、学生野球側双方の研修内容が合意に達し、１４日には日本高等学校

野球連盟の評議員会で承認、本日１８日には、日本学生野球協会の理事会承認を経

て最終決定となりました。

　つきましては、本件の承認に至るまでのあらゆる経緯において、ご理解、ご尽力い

ただいた関係者の方々に深く御礼申し上げます。

　これを受けて、今後は、プロ野球経験者が学生野球について理解を深めるための

「資格回復研修」の最終的なカリキュラム整備と、研修実施の周知、受講希望者受付

の段階に移行いたします。学生野球への野球指導を希望するプロ野球経験者は、学

生野球と接触するうえでのこれまでの制約を解除するための「学生野球資格回復研

修」を、ＮＰＢ側（1日）、学生野球側（２日間）の二段階に渡って受講。双方の受講終了、

学生野球協会の承認を持って、資格回復となります。

なお、日本野球機構は、上記学生野球資格回復制度とは別に、学生野球を問わず、

ジュニア世代から社会人まで、広く野球指導者となるためのスポーツ科学の知見習

得などを通じ、指導技術向上を希望する対象者のためのＮＰＢ公認指導者ライセンス

制度を設置。2月および3月に、指導者ライセンス制度取得のための３日間の実技講

習を行う予定です。

　　　　平成25年6月18日

一般社団法人日本野球機構

公益社団法人全国野球振興会
（日本プロ野球ＯＢクラブ）

一般社団法人日本プロ野球選手会

今、歴史が動きだす。
［学生野球資格回復研修制度］

　プロ野球経験者の学生野球資格回復への扉が今、大きく開きはじめ

ています。

　昨年から始まったプロアマ協議会のプロ側に当会が日本野球機構、

日本プロ野球選手会とともに参加。資格回復に向け、アマチュア側と協

議を重ねて参りました。

　その結果、日本学生野球協会で「学生野球資格の回復に関する規則」

の改正が承認され、所定の研修課題をクリアすることで、プロ野球経験

者が大学・高校を指導することが可能になりました。

　1961年柳川事件のプロアマ断絶から52年。段階的に緩和されてき

たプロアマ交流は、今年、大きな転換期を迎えています。アマチュア側

から求められているのは、「過去の過ちを繰り返さないこと」、「教育の

一環として部活動があること」を念頭においた学生との交流です。

　そこで、プロ・アマ双方の研修内容は、学生野球と交流する際に心得

ておかなければならない前提事項を中心に構成されています。

　資格回復には、「プロ側研修」（1日）と「アマ側研修」（2日）の受講が

必須です。野球界で道を極めたトップ・アスリートであるからこそ、襟を

正し、指導者として謙虚かつ貪欲に研鑽に努められることを願ってい

ます。

学生野球とプロ野球の歴史的経緯や新人獲得ルール等を含む内容の1日の研

修。実施日時は下記のとおりです。募集要項は７月上旬に告知予定です。なお、

既に大学等で指導を行っている大学野球監督の元プロ等、アマ指導実績者等

については、指導現場での混乱を避けるため、特別枠研修を夏に実施します。

＜研修実施日＞

　東京：11月9日（土）　大阪：11月10日（日）

プロ側主催「学生野球資格回復研修」＊仮称（1日）

ＮＰＢ側研修修了者（左記特別枠研修修了者を含む）を対象に、学生野球におい

て具体的に留意すべき点等を中心とした、学生野球側主催による２日間の「学

生野球資格回復研修」を本年12月以降、東京・大阪でそれぞれ２回実施する予

定と聞いております。

学生野球側主催「学生野球資格回復研修」＊仮称（２日間）
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　学生野球資格回復への研修制度

「プロ側」と「アマ側」双方の研修課程を

修了することで、「学生野球資格回復」

の認定を受けることができるようにな

りました。

学生野球資格回復

認定

修了証
交 付

学生野球
協会

適性審査

NPB公認指導者と振興会（OBクラブ）
指導者養成・認定制度の連携

学生野球資格回復の研修とは別に、「NPB公認指導者ライセンス制度」が、この冬スタートする見込です。これま

で当会が行ってきた「野球指導者養成・認定制度」とリンクした制度づくりを目指しています。当会の課題がNPB

講座の受講免除の対象課題となりますので、全国各地で行われる「技術セミナー」に積極的にご参加ください。

プロ野球選手→高校野球の指導者　先駆者からのメッセージ
後原 富さん（元瀬戸内高校・監督）
「プロならこうする」は指導の禁句 技術指導は１％…野球部は人間形成の場

　プロ野球経験者のアマチュア資格回復のニュースは、正直嬉し
く思っています。閉ざされた社会なので、いまの状況がぱっと開

いたという感じです。

　高校の教諭になって初めの２年間、野球部の練習を見て、複雑

な思いで過ごしました。社会科の教員になって教壇で教える中で、

授業の中で社会の仕組みを説明するときも、野球の話題から社会の仕組みを説明したい。自

分が一番熱く語れる部分でもあるわけです。しかし、それも実際にはアウト。このもどかし

さ、何なのこれは？と思う日々でした。私は「アマチュア資格回復」という言葉が嫌いです。�

その言葉が示す壁というものを、身をもって感じたものでした。

　指導するようになって感じたことは、高校の野球部の監督の仕事を100％として、技術指

導はそのうち１％あるかどうか、ということです。机上では教えられない人間形成、これを

野球を通して行っていくことだと、思っています。心身ともに成長期にある年代への指導は、

人間形成のための生徒指導、生活指導が中心です。今の子はオーダーメイドの高価なグラブ

を買ってきて、芯をスポーツ屋さんに作らせて、自分で紐も通せない。運動具店任せ…そん

な世界なのです。高価な道具を放りっぱなし。道具やゴミが下に落ちていても拾わない。そ

んなところを辛抱強く、忍耐強く指導していく。そこから入っていく覚悟を持って高校生を指

導していかないとならないのが現実です。

　高校を卒業しても野球を続けられるのが 10％。その先が５％。だんだん絞られていく中

で、同じ時期に同じ目標を持って、同じ釜の飯を食い、汗水流す…。それが、卒業して10年、

20年経ってみて部活の2年半はよかったなぁ、と語られるようであってほしい、そう思って

取り組んでいます。

　指導してみて思うのは、言葉の使い方の難しさ、です。同じ言葉で指導しても理解できる子、

できない子もいる。いろんな言葉を取り換えながら伝えることが大事です。それは、プロを

経験した者の強みだと私は思います。打席にどういうふうに向かったか。負けている試合で

最後の打席に立つときの気持ち。どういう気持ちでサインを受けたか、その精神面を選手か

ら引き出すために、元プロの人は、その経験の中で語れるものがたくさんあると思っています。

勝敗は大事な要素かもしれませんが、指導者が一番に重きに考えるべきは、人間教育である

ということ。多感で、精神不安定な年齢の子たちなので、しっかり見てあげられることが、

指導者に求められると思います（談）

　プロ野球経験者の学生野球資格回復について、本心から本当に

よかったという思いでいます。これで確実に日本の野球のレベル

が上がると心から思っています。

　私は、東映で３年のプロ生活。退団後に教員免許を取りました。

しかし当時はプロアマ問題で野球は教えられない…。

　野球部の練習を見れば血が騒ぐ。10年は黒子に徹して、部活動の顧問はせずに我慢をし

ていました。10年が過ぎて、高野連にも手紙を書き、動き出しましたが、教員12年目のあ

るとき、日本高野連の牧野会長（直隆氏＝当時）と直接話をさせていただきました。そこで「教

員10年で（アマ復帰は）どうでしょうか」と切り出し、その後、その条件で閉ざされた「プ

ロアマ」の扉が少し開いたわけです。

　高校の野球部には、先生ではない、高卒の指導者もたくさんいる。野球の問題を解決でき

る人が野球の指導者であるべきです。だから、高卒の元プロの指導者がいてもかまわない。

でも、それができなかった。これは、野球にとってまさに悲劇です。そのために、野球のレ

ベルは落ちたと思っています。

　プロにいた人の多くは、野球自体をよく知っています。ホンマの野球を。正しい野球、基礎

とセオリーを正しく教えれば、野球を絶対に好きになってくれます。私は部員全員、3年間で

野球がますます好きになることを心掛けました。

　大事なのは、子どもの目線に立つこと。「わしゃ、元プロよ。契約金もらって野球やっとった」

という意識を見せてはダメです。私は監督在任中「プロならこうする」ということを一切言

いませんでした。言わずとも、子どもたちは違いがわかっています。この人はどんなことを指

導してくれるか、大きな期待を胸に秘めて。

　これから高校の現場で野球を教える方に知ってもらいたいのは、学校ですから学校の本分

が優先されるということ。試験、補習がありますから、野球の練習には制約もあるし、部活

においての生徒指導もあります。文武両道といわれますので、最低限の勉強はしなければな

りません。生徒の動向をわかった上での野球指導ということを忘れてはならないでしょう。

　ホンマの野球を教えたいという意識の人は全員、高校野球での指導に参加してほしい。そ

のために、ぜひ研修は受けてもらいたいものです。（談）

PROFILE 　後原　富（せどはら・ひさし）　1945 年 11 月 19 日生まれ
広島・海田高－駒澤大－東映（1968-71）、外野手。プロ生活 3 年を経て、母校・駒澤
大で教員免許を取得、瀬戸内高校の教員 12 年を経て、元プロ野球経験者のアマチュア資
格回復の「第 1号」となった。当時の資格回復は「教員 10 年」。監督就任時には 39 歳。
定年までの間に甲子園出場も。同校を定年退職後、東広島市で古美術商を営む半面、昨年
まで中国・瀋陽大学の棒球部の監督を務めた。著書に今年 6月に発行された『高校野球は
頭脳が９割　野球の強化書』（東邦出版）などがある。

PROFILE 　大野　久（おおの・ひさし）　1960 年 8 月 15 日生まれ
茨城・取手二高－東洋大－日産自動車－阪神・福岡ダイエー・中日（1985-95）、外野
手。中日で 2 年間のコーチを歴任し、退団後、中央学院大学へ入学し、教職資格を取得。
2000年からは東洋大牛久高校にて社会科の教師として教鞭を執る。規則に則った教職期間
（2年）を終え、2003 年からは同校の野球部監督を務めている。

ア マ 側

【研修会】
■修了要件：�下記研修会への参加�

（2日間）
●開催日：�〔東京〕12/13（金）・14（土）、1/31（金）・2/1（土）�

〔大阪〕12/21（土）・22（日）、2/8（土）・9（日）
●対　象：�NPB傘下のプロ球団に所属し、退団して

現在プロ球団と契約がない者
　　　　※左記プロ側研修を修了していること
●時　間：9：00～16：00×2日
●内　容：�部活動の位置づけと学校長の権限、承認

手続/留意すべき教育的配慮の事例/安全
対策、危機管理と健康上の留意事項/大学
野球の指導に関する留意点/対外試合に
関する留意事項/試合プレー上での留意
事項/部活動周辺の各種団体との留意事
項/諸経費の取扱、謝金について

●参加費：10,000円

（予�定）

公益財団法人
日本学生野球協会
公益財団法人
全日本大学野球連盟
公益財団法人
日本高等学校野球連盟

【研修会】
■修了要件：�下記研修会への参加（1日）�

小テスト、アンケート
●開催日：（東京）11/9（土）、（大阪）11/10（日）
●時　間：5時間以内（12：00～17：00）×1日
●内　容：①�学生野球とプロ野球の関係�

（プロアマの歴史・経緯）
� ②�学生野球資格回復と指導の違い�

（けが防止/指導者の心得）
� ③新人獲得ルール内容に関する説明
� ④その他連絡事項
●参加費：10,000円

《トライアル開催》〔東京〕
●開催日：７月28日（日）・8月10日（土）
●対　象：�①野球技術指導員登録者

当会が行う「技術セミナー」受講等の課題を修
了した方へ発行している「野球技術指導員登録
証」取得者が対象です。�取得者には個別にご案
内をお送りしています。

②元プロの大学野球指導者

プロ 側
一般社団法人
日本野球機構
一般社団法人
日本プロ野球選手会
公益社団法人
全国野球振興会

大野 久さん （東洋大牛久高校・監督）
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プ ロ ア マ 交 流 促 進Topics 02
　全国野球振興会　2013 年度野球指導者養成・認定制度事業

全国野球振興会　野球技術指導員養成講座
　技術セミナー6講座の受講とレポート課題を修了することで、「全国野球振興会�野球技
術指導員登録証」を取得することができます。
　すでに登録証を取得していた方は、学生野球資格回復研修会でのプロ側研修（トライ
アル開催・夏）に優先的に参加することができました。これは、以前から研鑽を積んできた
OBの努力が認められてのことです。
　今後は、本制度がNPB公認ライセンス制度とリンクしていきます。NPBが行う研修に参
加が難しい方への受け皿として、本制度が活用されていきますので、ぜひ技術セミナーに
参加して「野球技術指導員登録証」の取得を目指してください！！

Ⅰ期九州地区（６/１）アクロス福岡 Ⅱ期：�関東地区�
（9/14（土）・15（日））

Ⅲ期：�近畿地区�
（10/14（月・祝））

Ⅳ期：�東海地区（11月）
Ⅴ期：�関東地区（12月）
Ⅵ期：�近畿地区（1月）
Ⅶ期：�中四国地区（2月）

投 手 編 外野手編
池谷�公二郎 亀山　努

捕 手 編 走 塁 ・ バント
鈴木　伸良 出口　雄大
内野手編 打 撃 編
吉岡　悟 森　徹

〔技術セミナー〕

スポーツ振興くじ助成事業

※NPB公認ライセンス制度との連携事業のため、現在協議中

共通講座開講予定

氏　名 代表出身球団 在住地
秋葉　直樹 巨　人 東京都
芦沢　真矢 ヤクルト 神奈川県
安仁屋　宗八 広　島 広島県
有澤　賢持 ヤクルト 北海道
有田　修三 近　鉄 大阪府
池谷　公二郎 広　島 広島県
池邉　巖 近　鉄 長崎県
井坂　興 巨　人 神奈川県
石井　裕 ロッテ 福岡県
石井　雅博 巨　人 東京都
石毛　宏典 西　武 東京都
市川　和正 横　浜 東京都
江本　晃一 中　日 東京都
遠藤　一彦 大　洋 神奈川県
大石　清 阪　急 兵庫県
大石　滋昭 巨　人 神奈川県
大熊　忠義 阪　急 大阪府
大田　卓司 西　武 東京都
太田　浩喜 西　武 福岡県
大津　一洋 西　武 熊本県
大原　徹也 近　鉄 兵庫県
大矢　明彦 ヤクルト 神奈川県
岡田　忠雄 巨　人 東京都
岡本　伊三美 近　鉄 大阪府
岡本　健治 西　鉄 福岡県
小川　亨 近　鉄 大阪府
小川　宗直 西　武 愛知県
奥宮　種男 西　武 福岡県
長田　博幸 日本ハム 福岡県
長内　孝 広　島 広島県
小野　和幸 中　日 千葉県
小野木　孝 国　鉄 宮城県
片岡　新之介 阪　急 広島県
片瀬　清利 広　島 静岡県
金澤　信彦 近　鉄 大分県
金沢　幸彦 ロッテ 愛知県
鎌田　実 阪　神 兵庫県
川島　正幸 ロッテ 長野県
河瀬　雅英 日本ハム 東京都
川藤　龍之輔 巨　人 福井県
木俣　達彦 中　日 愛知県
木村　竹志 西　武 和歌山県
倉田　誠 巨　人 神奈川県
黒江　透修 巨　人 東京都
小泉　泰重 巨　人 東京都
鴻野　淳基 巨　人 愛知県
古賀　正明 大　洋 神奈川県
小西　秀朗 国　鉄 秋田県
小早川　毅彦 広　島 東京都
小林　誠二 広　島 広島県
駒田　徳広 横　浜 神奈川県
齊藤　明雄　 横　浜 神奈川県
三枝　道夫 西　鉄 群馬県
櫻井　憲 日本ハム 栃木県

氏　名 代表出身球団 在住地
佐々木　恭介 近　鉄 大阪府
佐々木　信行 ロッテ 宮城県
佐藤　謙治 巨　人 茨城県
佐藤　洋 巨　人 埼玉県
塩津　義雄 大　毎 大分県
芝池　博明 近　鉄 兵庫県
柴田　保光 日本ハム 東京都
島田　雄二 巨　人 東京都
清水　宏悦 大　洋 神奈川県
下田　充利 日本ハム 滋賀県
庄司　智久 巨　人 東京都
定詰　雅彦 ロッテ 千葉県
新里　紹也 ダイエー 沖縄県
杉町　攻 西　鉄 長崎県
杉山　賢人 楽　天 宮城県
杉山　直樹 巨　人 東京都
鈴木　健 西　武 東京都
鈴木　照雄 西　武 兵庫県
鈴木　伸良 巨　人 広島県
関本　四十四 巨　人 神奈川県
千田　啓介 ロッテ 千葉県
千藤　三樹男 日本ハム 東京都
副島　孔太 ヤクルト 東京都
外木場　義郎 広　島 広島県
醍醐　猛男 ロッテ 茨城県
高木　宣宏 広　島 埼玉県
高橋　里志 広　島 広島県
高橋　雅裕 大　洋 神奈川県
高橋　善正 巨　人 東京都
達川　光男 広　島 広島県
田中　一徳 横　浜 東京都
谷本　征一 中　日 三重県
田野倉　利男 中　日 神奈川県
丹波　健二 ロッテ 千葉県
辻　恭彦 大　洋 神奈川県
土屋　弘光 ロッテ 東京都
出口　雄大 巨　人 福岡県
寺沢　高栄 ヤクルト 千葉県
得津　高宏 ロッテ 東京都
笘篠　賢治 ヤクルト 東京都
中川　申也 阪　神 和歌山県
中嶋　愛和 中　日 岡山県
中塚　政幸 大　洋 神奈川県
中藤　義雄 近　鉄 岡山県
中山　力 セ審判 大阪府
中山　稔丈 中　日 愛知県
西崎　幸広 日本ハム 東京都
西田　孝之 ロッテ 千葉県
仁志　敏久 巨　人 神奈川県
根本　学 大　洋 茨城県
野田　浩司 オリックス 兵庫県
野村　収 阪　神 神奈川県
萩原　多賀彦 ヤクルト 千葉県
橋本　大祐 阪　神 兵庫県

氏　名 代表出身球団 在住地
樋口　一紀 中　日 大阪府
日野　茂 西　武 埼玉県
平川　洋幸 大　洋 長崎県
平田　守 阪　急 京都府
弘田　澄男 阪　神 高知県
広野　功 中　日 東京都
福間　納 阪　神 大阪府
藤城　和明 巨　人 神奈川県
藤波　行雄 中　日 愛知県
藤本　博史 オリックス 兵庫県
二村　忠美 日本ハム 熊本県
星野　秀孝 南　海 愛知県
堀場　秀孝 巨　人 長野県
前田　益穂 中　日 神奈川県
前田　幸長 巨　人 神奈川県
益田　貢 大　洋 神奈川県
松岡　弘 ヤクルト 東京都
松沼　博久 西　武 東京都
松沼　雅之 西　武 埼玉県
松本　匡史 巨　人 神奈川県
三浦　広之 阪　急 兵庫県
三浦　政基 日本ハム 福岡県
右田　一彦 ロッテ 熊本県
三沢　淳 中　日 愛知県
水上　善雄 ロッテ 千葉県
水野　達郎 大　洋 静岡県
南渕　時高 ロッテ 大阪府
宮田　典計 阪　急 兵庫県
武藤　忠男 中　日 愛知県
村上　雅則 S.F.ジャイアンツ 東京都
村上　良次 近　鉄 熊本県
村田　辰美 近　鉄 大阪府
基　満男 西　鉄 福岡県
森　宝生 西　武 千葉県
森田　通泰 中　日 三重県
森　徹 中　日 東京都
八木澤　荘六 ロッテ 埼玉県
屋鋪　要 巨　人 神奈川県
安田　泰一 大　洋 鹿児島県
矢作　公一 日本ハム 埼玉県
山内　英雄 大　洋 埼玉県
山田　博一 大　洋 東京都
山本　和範 近　鉄 福岡県
山元　二三男 広　島 鹿児島県
吉永　幸一郎 ダイエー 福岡県
米谷　延夫 南　海 大阪府
若林　憲一 大　洋 東京都
若林　隆信 広　島 福岡県
湧川　勉 阪　急 静岡県
若生　智男 阪　神 千葉県
和田　徹 ダイエー 大阪府
渡辺　弘基 広　島 広島県

■ 野球技術指導員登録者一覧　2013. 7. 17 現在 160 名

※技術セミナー開催案内はOB会員の皆さまにお届けします。
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　5月 12日、47都道府県 48会場において、第 19回ダイワハウス全国少年少女野

球教室を開催しました。大和ハウス工業株式会社様に特別協賛をいただき、「100万人

とキャッチボールを！」をテーマに、11,116人の少年少女が白球を追いかけました。

　今年のメイン会場は岩手県奥州市。雄大な北上川が流れ、江刺リンゴや全国区のブ

ランド「前沢牛」が特産の、自然豊かなまちです。地元の方々に「いきスポ」という

略称で親しまれている会場の「前沢いきいきスポーツランド」には、野球場で行われ

た野球教室に 331名、隣接する多目的広場で行われたティーボール教室に 340名の

こどもたちが集まりました。

　野球教室では、各ポジションに分かれて、7人の講師が指導しました。こどもたち

はもちろん、指導者の方々も教室のサポートをしていただきながら講師の話に熱心に

耳を傾けてくださいました。

　ティーボール教室では、講師3名と一緒に、小学3年生以下のこどもたちがバッティ

ングの楽しさを体感しました。この日使用したティーボールセットは、地元の皆様へ寄

付しました。野球の楽しさを感じるきっかけとして活用してくれることを願っています。

　教室終了後、こどもたちから「一から学ぶことがたくさんありました。今回学んだ

ことを練習や試合に活かせるように頑張ります」「選手に会えて嬉しかった」等の感想

をいただきました。現地のご担当者様からも、「講師の方々から声をかけていただき、

こどもたちが活き活きとした嬉しそうな笑顔をみせていました」等のご感想をいただ

きました。

　このほかにも、講師や開催地の方々より、貴重なご意見を多数いただきました。20

回記念となる来年度に向けて、役立てていきたいと思います。そしてなによりも、無

事に事業を終えられたのは、協賛企業の皆様、関係機関の皆様のご尽力のおかげです。

本当にありがとうございました。

　今年度の開催を終え、参加児童の延べ人数は217,528 人となりました。事業目標の

100万人にはまだまだ及びませんが、日本プロ野球OBクラブは、「野球界に恩返しを！」

をモットーに、これからも野球少年少女の夢を応援していきます。

開催概要

名　　称　　第19回　ダイワハウス　全国少年少女野球教室

日　　時　　2013年5月12日（日）　※所要時間：約3時間

会　　場　　全国47都道府県48会場　※原則：道府県各1会場（東京都のみ2会場）

主　　催　　公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）

後　　援　　文部科学省

特別協賛　　大和ハウス工業株式会社

協　　賛　　カルピス株式会社、株式会社エス・アール・ピー、ミズノ株式会社、ナガセケンコー株式会社、

　　　　　　株式会社久保田運動具店、株式会社エポック社、アルク有限会社、

　　　　　　株式会社メガスポーツ（スポーツオーソリティ）

協　　力　　一般社団法人日本野球機構、公益財団法人日本野球連盟、公益財団法人全日本軟式野球連盟、

　　　　　　公益財団法人野球殿堂博物館、JSERA日本スポーツ用品協同組合連合会、株式会社ベースボール・マガジン社、

　　　　　　BCL（ベースボール・チャレンジ・リーグ）、四国アイランドリーグplus、関西独立リーグ

　　　　　　株式会社日本女子プロ野球機構、ＮＰＯ法人日本ティーボール協会、

　　　　　　日本プロ野球ＯＢクラブベースボールサマーキャンプin芦別

参 加 者　　対象：小学4年生～中学3年生　※原則：小学1～3年生は見学のみ

　　　　　　人数：全国で11,116人　※1会場：約100～500人

参 加 料　　無　料

派遣講師　　公益社団法人全国野球振興会会員のプロ野球出身者（選手、審判、トレーナー他）

　　　　　　人数：全国で385人　※1会場：4～18人

　 第 1 9 回 ダ イ ワ ハ ウ ス 全 国 少 年 少 女 野 球 教 室 を 開 催Topics 03
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●�子どもたちだけでなく本教室の運営に協力いただいた少年団コーチや
野球部顧問の先生方も、講師の方々のアドバイスに積極的に耳を傾け、
一緒に体を動かす姿が見られました。今回の機会は子どもたちだけでな
く、地域の野球指導者にとっても良い影響を与えることができたと考え
ます。技術面の向上はもちろん、“野球の楽しさ、素晴らしさ”を再確認す
る素晴らしい機会を与えていただき、本当にありがとうございました。

●�講師の情熱とアスリートとしての技術の裏付けによる指導が新鮮であ
り、子どもたち、指導者ともに非常に喜んでおりました。

●�キャッチャー練習では、日頃練習でできていなかった内容があり、子ど
もはもちろん指導者も勉強になりました。各練習の最後に緊張感を持た
せるために試合の場面を意識させて一球に集中させて取り組むところ
も良かったと思います。

●�天気にも恵まれ、子どもたちの元気な動きで、我々もリフ
レッシュできました。少しでも子どもたちの役に立てたなら
幸いです。今後もできるかぎり参加したいと思っています。

●�真夏の様な暑い日となりましたが、多くの保護者の皆さん
の熱い声援を受けて少年少女は元気いっぱいプレーに取
り組んでいました。私たち指導者も自ずと気合が入り、実に
頼もしさを感じさせてくれた有意義な野球教室でした。

●�今年はチームの監督、コーチ、保護者の皆さんからトレー
ニング、コンディショニングの方法など多数質問を受けま
した。今まで以上に少年野球においてこの分野の必要性を
感じました。

開催地の
声

OBの声



イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 04

会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

岩手
（第2回）

4月27、28日 金ヶ崎 赤崎
北上・南

前沢

鳥取
（第3回）

5月18、19日 箕蚊屋 岸本
岩美

若桜

　本年度、最初の開催会場は岩手県で、予定通

り4月27日、28日に開催し、金ヶ崎町立金ヶ崎

中学校が優勝。

　また、開催3年目となる鳥取県大会（5月18日、

19日）の優勝校は、米子市日吉津村中学校組合

立箕蚊屋中学校でした。

４＆５月開催報告

※�今後の予定：�8月に宮崎、佐賀（ともに8/24、25）
開催予定

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後　援 ： 帝 京 大 学　

　今年度もスポーツフェアは5～11月の間、

全国11会場で行われます。

5月26日に富山県上市町会場から今年度が

スタートしました。

　五月晴れの中、総勢24名の講師が野球教

室とドリームマッチに奮闘！

　立山連峰・剣岳のふもとにある自然豊かな

会場に、老若男女の歓声が響きました。

　今後もたくさんの会場でたくさんの方々と

お会いできることを楽しみにしています！

スポーツフェア
がはじまりました！

全国で11会場！！
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　６月22日(土)、さいたま市営浦和球場にて『さいたま市障害者スポーツ

教室』が行われました。

　７年目の同教室に、当会は初開催時からＯＢ会員を講師として派遣。

今年は鈴木健氏、古屋剛氏（ともに元西武）が講師を務めました。

教室の最後はゲームを行い、みんなで

ワイワイと楽しみました♪

守備のポイントを説明する古屋講師でしたが…

開会式で昨年も参加し

てくれた方を見つけて

話しかける鈴木講師

参加者が“トンネル”し、苦笑い

さいたま市障害者スポーツ教室
「野 球 競 技」

鈴木講師の打撃パワーに参加者はビックリ !!

皆さん、楽しんでくれたからこそ「来年も参加してくれる人」

と聞くと、こんなに手を挙げて答えてくれます

　7月15日、長野県佐久市の「佐久市営グラウンド」にて第12回佐久

平少年少女野球道場が行われました。

　約200名の小学生が、投手・野村弘樹氏（元横浜）、内野手・小早川

毅彦氏（元広島）、外野手・緒方耕一氏（元巨人）の３講師から指導を

受けました！

佐久平少年少女野球道場
が行われました！

野球道場 in 佐久
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セ カ ン ド キ ャ リ アTopics 05
　全国のプロ野球OBが、セカンドキャリアで新たな道を選択しています。

その一つが「教職への道」であり、高校教員を目指し働きながら「教職課程」を学び

教壇に立つ日を夢見て邁進しています。

　新たに高校野球監督への道を一歩一歩拓いていく2名の方をご紹介します。

新たな人生に
チャレンジ！

星槎大学　共生科学部共生科学科／入学決定者（2013）

伊集院 峰弘 （いじゅういん たかひろ）

日本プロ野球OBクラブ第6号

礼儀作法や努力することの大切さを教えたい！

　㈱道とん堀のＡＳＳ（アスリート・セカンドキャリア・
サポート）川口寛人氏（元巨人）より星槎大学を
ご紹介頂き、高校保健体育の教員免許取得を決意
しました。小さい頃から野球というスポーツを通し
て自分が学んできたことを、これからは子どもたち
に伝えていきたいと考えたからです。
　私自身、小学校から野球を始め、高校では野球
の技術だけでなく礼儀作法や努力することの大切
さを学び、甲子園出場を果たしました。卒業後は
プロ野球選手として貴重な経験をすることができま
した。これからは、大学でしっかり勉強し、指導者になるという新しい目標に
向かって頑張っていきたいと思います。

　　　　　　　鹿児島県出身

1988 年 6 月 4 日生まれ（25 歳）

出身球団：読売ジャイアンツ 捕手

PROFILE

廣政　秀之 （ひろまさ ひでゆき）

日本プロ野球OBクラブ第5号

『野球への情熱』を次世代へつなげる！

　私は、プロ野球（近鉄バファローズ）退団後、
生命保険会社にて厳しい競争社会の中で、有意義
なビジネスの経験をしております。
　しかし、心の中から沸き起こる『野球への情熱』
と最近社会問題化している学校教育の諸問題を見
聞し、日本の次世代を担う若者の健全な成長発展
に微力を尽くしたい、という気持ちから、尊敬す
る先輩である中藤義雄氏（元近鉄）に相談した結果、
星槎大学通信教育による教員免許を取得し、教育
界にて野球人生第二幕に取り組む決意をいたしま
した。

　　　　　　　大阪府出身

1967 年 3 月 27 日生まれ（46 歳）

出身球団：近鉄バファローズ 投手

PROFILE

※�「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。

茗荷谷駅茗荷谷駅

●みずほBK

　●小石川図書館

竹早
テニスコート

●
共同印刷

植物園前 白山三丁目

播磨坂桜並木

東京メトロ丸ノ内線
春日通り

小石川５丁目

区立一中裏

254

ラ・メール

第一中
文

　
　
　
　●

久
堅
保
育
園

〈交通手段〉
�丸ノ内線�茗荷谷駅より徒歩8分
�（小石川植物園近く）

お店PR｜カウンター９席他、テーブル席もあり、ゆっくり

落ちついた雰囲気の中でおくつろぎ頂けるお店です。尚、店

内にあるゴルフ練習スペースでもお楽しみいただけます。

ラ・メールショット
バー

東京ドームからも近いのでお越し
の際は、是非お立ち寄りください。

東京都

東京都文京区小石川5-39-16

TEL：090-4020-8676

営業時間 /�喫�煙
　11：30～ 14：00�/ 禁�煙�
　18：30～ 24：00�/ 喫煙可
定休日：日曜・祭日��12/31 ～ 1/3
座席数：21席

保坂�英二
1972-1973 東映フライヤーズ
1973-1974 日拓ホームフライヤーズ
1974-1985 日本ハムファイターズ

OB会員のお店をご紹介します。
ぜひ、ご活用ください。
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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。

ご 案 内





ASSアスリート・セカンドキャリア・サポート 
ASS（アスリート・セカンドキャリア・サポート）とは…
株式会社道とん堀（お好み焼きチェーン本部）に手厚い支援を頂き、NPO法人ASSが誕生
しようとしております。2012年11月に活動をスタートをし、NPB、選手会、OBクラブに、
選手へのサポート内容を提案させて頂きました。プロ野球界の一員として、選手のセカン
ドキャリアのための場の提供や、様々な情報の発信により、将来の不安を取り除いていく
ことがASSの使命です。

引退選手

収入

将来情報

Athlete   secondcareer support

?

ASSに相談
第２の人生の
スタート！社会人セミナー

独立開業とは

教職とは？

フランチャイズ

事業説明会
選手の相談にしっかりと対応し、

選手に合ったカリキュラムを組むこと

で選手の第二の人生のスタートが

初めてきれます。 ここでは知識、

また先のことを考えたプランを選手と

相談して決めていきます。

社会に出る為には、最低限のマナー、

知識を付けることが大事です。

少しの知識でどれだけスムーズに生活

を送れるか、ASS は選手に伝えて

いきます。
相談

知識習得

第二の人生の
スタート！

フランチャイズの仕組み

契約

対価の支払い

FCパッケージの提供

本部 オーナー

詳しくはASSまでお問い合わせください

㈱道とん堀 ＡＳＳ担当：川口  寛人（元読売巨人軍）

TEL：090-1204-3248
Mail：h-kawaguchi@dohtonbori.co.jp

日本最大級のお好み焼きチェーン店

１杯500円の東京発祥とんこつラーメン

東京都福生市加美平 1-6-17　TEL:042-553-5487

全国105校
展開中！

ＡＳＳ（アスリート・セカンドキャリア・サポート）

　私は、社会人野球から育成で読売巨人軍に入

団し、わずか一年で戦力外通告を受けました。そ

の年、巨人だけで１５名～２０名の選手が戦力外

通告を受けました。私は、その現場にいましたの

で、選手が困っている表情、焦っている表情など、

とにかく不安だらけの光景を覚えています。引退

後の統計を見てみると、７割の選手が球団に残留

する結果が出ています。ここが非常に問題視され

ており、なかなか、社会に出ようとしないのが現

実です。

　そんな中、私は縁をいただき就職することがで

きましたが、業務中に頭のどこかで、「何か、困っ

ている選手の手助けができないか？」など考える

ようになり、ＮＰＢ様、選手会様、ＯＢクラブ様に提

案をしてきました。選手生活を終えた選手が社会

に出る第一歩として、社会常識やルール・個人で

の開業の相談、就職の斡旋、独立開業、教職免許

の取得など、沢山のプラン、情報提供ができます。

しかし、ＡＳＳは、そこに行くまでの、最低限の知識、

社会ルール、世の中の流れなどを学ぶ場を設けて、

選手を支えるサポート体制をとっております。選

手向けのセミナー、講演、事業説明会などを開催

して、実際に選手が体感、体験し、現実を知ってい

ただく必要があると思います。ここさえクリアで

きれば、後は選手は精神力も強いですし、忍耐力

もあります。そういった人材を育成し、社会に輩

出することがＡＳＳの使命です。プロ野球選手が第

二の人生でも成功できるようにサポートしていき

たいと思います。

今回のOB

川
か わ ぐ ち

口  寛
ひ ろ と

人
1985年8月7日生（27歳）神奈川県出身　内野手大月短大附属高校➡山梨学院大学➡西多摩倶楽部➡読売巨人軍

プロ野球界のセカンドキャリアは

私たち“ＡＳＳ”にお任せ下さい。

ＯＢたちの

Next Professional Life

川口 寛人さん

第５回
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1951年 第１回オールスターゲーム 勝利チーム記念品
　プロ野球オールスターゲームは、セ・パ両リーグに

よる2リーグ制がスタートした翌年の1951年から、

両リーグ対抗戦として毎年開催されています。

　1951年の第1回オールスターゲームは、出場した

監督、コーチ、選手計56名のうち、後に殿堂入りし

たのが25名（！）という超豪華メンバーで、オールセ

ントラルは天知俊一監督、水原茂コーチ、坪内道則コー

チ、別所毅彦、藤本英雄、杉下茂、金田正一、長谷川

良平、中尾碩志、川上哲治、千葉茂、藤村富美男、青

田昇、小鶴誠、岩本義行、西沢道夫。オールパシフィッ

クは浜崎真二コーチ、三原脩コーチ、荒巻淳、関根潤三、

飯田徳治、山本（鶴岡）一人、大下弘、別当薫、呉昌

征が出場しました。さらに球審も第1戦が島秀之助、

第2戦が横沢三郎、第3戦が筒井修と、後の殿堂入り

審判が務めました。

　第1戦は7月4日、甲子園で開催され全セが2－

1で勝利。この試合の入場者数48,671は現在もオー

ルスターの最多観客試合となっています。第2戦は7

月7日に後楽園で行われ、全セが4－2で連勝、翌

8日の第3戦も後楽園で行われ、全パが4－3と意

地を見せました。

　2勝1敗で勝利した全セの監督、コーチ、選手には、

記念品として写真の楯が贈られました。当館には全セ

勝利監督の天知俊一氏のものが収蔵されています。7

月5日付の報知新聞によると、この記念品は御木本真

珠店目黒工場で製作され、ダイヤモンドをイメージし

た菱形ベース（銅製に銀メッキ）の上に、浮彫りで王

冠とナインを表す9本のバットをあしらい、その先端

には星を配し、金メッキを施しているとのことです。サ

イズは幅48cm、高さ36cm、一辺が30cmで、王冠

に「Shunichi�Amachi」と名前が彫られ、王冠の下には

「Winner�of�All-Star�Games」と浮彫りされています。

第1回の記念すべき“球宴”に対する主催者の思いの

こもった豪華な記念品といえるのではないでしょうか。

公益財団法人野球殿堂博物館　学芸員　関口貴広

●第20回　関東地区日本プロ野球ＯＢクラブチャリティーゴルフクラブ
・日　　時：2013年10月28日（月）
・会　　場：東松山カントリークラブ（埼玉県東松山市大字大谷1111番地）
・募集組数：50組（200名）

●第14回　九州地区日本プロ野球ＯＢクラブチャリティーゴルフコンペ
・日　　時：2013年11月28日（木）
・会　　場：麻生飯塚ゴルフ倶楽部（福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隅120）
・募集組数：60組（240名）

●第８回　関西地区日本プロ野球ＯＢクラブチャリティーゴルフコンペ
・日　　時：2013年12月13日（金）
・会　　場：東条パインバレーゴルフクラブ（兵庫県加東市新定275-144）
・募集組数：44組（176名）

●第２回　中国・四国地区日本プロ野球ＯＢクラブチャリティーゴルフコンペ
・日　　時：2013年12月17日（火）
・会　　場：鷹の巣ゴルフクラブ（広島県廿日市市河津原137-2）
・募集組数：45組（180名）

　OB会員と賛助会員並びに当会活動にご協力いただい

ている方々との親交を深めることを目的としたゴルフコ

ンペを本年も以下の会場にて実施いたします。

　当日は、チャリティーホール、チャリティーオーク

ションを実施し、収益金を東日本大震災復興支援事業及

び地元ライオンズクラブなどを通じて社会貢献活動実施

のために活用させていただきます。

　本年度は、関西地区でも開催をいたしますので是非と

もご参加の程よろしくお願いいたします。

日本プロ野球ＯＢクラブ
チャリティーゴルフコンペ

親交を深めよう！！

数多なルーキーたちとの熾烈な
争いを制し、 栄光を掴んだ歴代
のプロ野球新人王たちがカード
に集結!! 

　大好評の「栄光のベストナイン」（第一集、第二集）につづく日本プロ野球OBク
ラブのオフィシャルカードセットの新シリーズが、7月 27日に発売されました。今回
のテーマは「新人王」。それぞれの時代のプロ野球界を象徴する「新人王」に輝くキ
ラ星たちを集めカードに収録。カード種類数全 40種＋α、直筆サインカードのほか、
ダイカット直筆サインカードも封入されています（直筆サインカードの種類は選べま
せん）。�ベースボール・カードコレクターはもとより、その時代を彩ったスター新人
選手を集めた今回のテーマは、野球ファンの皆様におススメです。�

◆メーカー希望小売価格� １ＢＯＸ　6,800 円（税別）　7,140 円（税込）�
◆カード 41 枚入り� （レギュラーカードセット40種＋直筆サインカード１種）�
◆企画・制作� 公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）�
◆発 売 元� 株式会社エポック社�

お求めは、トレカショップ等で。詳しくはエポック社のサイト（http://epoch.jp）をご覧ください。

TRADING  CARDS
日本プロ野球OBクラブオフィシャルカードセット

『新人王列伝』

ASSアスリート・セカンドキャリア・サポート 
ASS（アスリート・セカンドキャリア・サポート）とは…
株式会社道とん堀（お好み焼きチェーン本部）に手厚い支援を頂き、NPO法人ASSが誕生
しようとしております。2012年11月に活動をスタートをし、NPB、選手会、OBクラブに、
選手へのサポート内容を提案させて頂きました。プロ野球界の一員として、選手のセカン
ドキャリアのための場の提供や、様々な情報の発信により、将来の不安を取り除いていく
ことがASSの使命です。

引退選手

収入

将来情報

Athlete   secondcareer support

?

ASSに相談
第２の人生の
スタート！社会人セミナー

独立開業とは

教職とは？

フランチャイズ

事業説明会
選手の相談にしっかりと対応し、

選手に合ったカリキュラムを組むこと

で選手の第二の人生のスタートが

初めてきれます。 ここでは知識、

また先のことを考えたプランを選手と

相談して決めていきます。

社会に出る為には、最低限のマナー、

知識を付けることが大事です。

少しの知識でどれだけスムーズに生活

を送れるか、ASS は選手に伝えて

いきます。
相談

知識習得

第二の人生の
スタート！

フランチャイズの仕組み

契約

対価の支払い

FCパッケージの提供

本部 オーナー

詳しくはASSまでお問い合わせください

㈱道とん堀 ＡＳＳ担当：川口  寛人（元読売巨人軍）

TEL：090-1204-3248
Mail：h-kawaguchi@dohtonbori.co.jp

日本最大級のお好み焼きチェーン店

１杯500円の東京発祥とんこつラーメン

東京都福生市加美平 1-6-17　TEL:042-553-5487

全国105校
展開中！
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公益財団法人 野球殿堂博物館野球体育博物館 改め

〒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.58 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･ご要望を明記の上、下記の宛先までご応募ください。締め切り
は、９月2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。

Present Corner プレゼントコーナー

オリジナル 直筆サインボール  各1個（合計６名様）

大田…卓司さん

藤井…康雄さん西崎…幸広さん杉浦…享さん

篠塚…和典さん江尻…亮さん

OBの直筆サインボール（各1名様）



会 員 情 報

プロ野球OBとして野球界の発展に
貢献したい

　引退後、ファンの皆様の目線で野球を見る機会が増えまし

た。その中で、プロ野球に取り組む姿勢の一つとして「ファン

への感謝」をより一層伝えていかなければいけないと感じて

います。プロ野球選手はファンの皆様に支えられています。球

場に足を運び、テレビやラジオで中継を楽しみにしてくださる

ファンの皆様に恩返しをし、末永くプロ野球を支えてもらえる

よう、引退後の活動を続けていきたいです。

　一方で、選手たちに向けてはトレーニングの仕方や技術、コ

ンディションの保ち方など、現役中に自分が得た財産を分け

与えるような指導に携われたらとも思っています。

　今、多くの子どもたちに野球を通じて夢を与え、現役選手、

引退したOBが協力して、日本全体が元気になれるような取り

組みが必要です。どうすれば野球界全体が盛り上がり、より優

れた選手たちの育成に貢献できるか、より多くのファンが球場

に足を運んでくれるかを、多くのOBの皆様と一緒に考えてい

きたいです。

金�本��知�憲

◆金本 知憲プロフィール

1968年４月３日生まれ
（45歳）

◦広島県広島市出身　外野手
◦�広陵高校➡東北福祉大学➡
広島東洋カープ➡阪神タイ
ガース

打点王、MVP、ベストナイン7回、
日本シリーズ敢闘賞、優秀JCB・
MEP賞5回、セ・パ交流戦優秀
選手賞（日本生命賞）2回、月間
MVP4回、JA全農Go・Go賞、
オールスターゲームMVP2回、
連盟特別賞、・兵庫県スポーツ
優秀選手特別賞
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日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

4月

3日（水） 九州総合スポーツカレッジ　平成25年度�入学式 九州総合スポーツカレッジ（大分県宇佐市）

7日（日） 所沢市少年野球連盟　2013新春懇親会 所沢市民文化センター（埼玉県所沢市）

13日（土） 2013年度ＢＣリーグ開幕戦　視察　信濃グランセローズ�対�富山サンダーバーズ 松本市野球場（長野県松本市）

27日（土） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（岩手） 江刺中央運動公園野球場ほか（岩手県奥州市）

28日（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（岩手） 江刺中央運動公園野球場ほか（岩手県奥州市）

5月

7日（火） 会計業務監査 当会（東京都墨田区）

9日（木） 第9期財務委員会第4回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

12日（日） 第19回ダイワハウス全国少年少女野球教室 全国48会場

13日（月） 第9期コンプライアンス委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

15日（水） 財務委員会 当会（東京都墨田区）

18日（土） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（鳥取） 倉吉市営球場ほか（鳥取県倉吉市）

19日（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（鳥取） 倉吉市営球場（鳥取県倉吉市）

21日（火） 内外情勢調査会　青森支部懇談会　講演会 青森国際ホテル（青森県青森市）

26日（日） スポーツフェア①　富山県上市町 丸山運動公園野球場（富山県上市町）

27日（月） 平成25年度第1回常務理事会　平成25年度第1回理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

31日（金） 九州地区ブロック会議 アクロス福岡（福岡県福岡市）

6月

1日（土） 野球指導者養成・認定制度事業　2013技術セミナーⅠ期九州地区 アクロス福岡（福岡県福岡市）

17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）

22日（土） さいたま市障害者スポーツ教室 市営浦和球場（埼玉県さいたま市）

24日（月） 平成25年度ブロック長会議　平成25年度定時総会 東京ドームホテル（東京都文京区）

26日（水） エコボール活動視察 福島県南相馬福祉事業所（福島県南相馬市）

■新入会員一覧 2013 年 6月末日現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション
竹岡 和宏 ソフトバンク 38 投　手
大井 久士 西　武 49 捕　手
金本 知憲 阪　神 45 外野手
小林 晋 パシフィックリーグ 67 審　判
井戸 伸年 近　鉄 36 外野手
池上 誠一 近　鉄 46 投　手
岡村 隆則 西　武 58 外野手
大城 祐二 阪　神 27 内・外野手
松坂 健太 西　武 27 外野手
土肥 義弘 西　武 36 投　手
西村 基史 日本ハム 50 投　手
落合 英二 中　日 44 投　手
新里 賢 ロッテ 32 捕　手
長見 賢司 西　武 41 投手・外野手
本間 満 ダイエー 40 内野手
森 隆峰 西武 51 捕手
大久保 学 ダイエー 49 投手
神田 義英 ロッテ 34 投手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年
大島 孝一 阪　急 1998年７月30日 64 1935
落合 謹一 東　映 2011年４月10日 64 1947
笹川 正章 大　洋 2013年２月４日 79 －
飯盛 節一 広　島 2013年３月５日 80 1932
平田 英之 ロッテ 2013年４月２日 58 1954
大脇 照夫 国　鉄 2013年４月28日 83 1930
濱口 新一 パシフィックリーグ 2013年５月３日 85 1927
山崎 弘美 巨　人 2013年５月20日 80 1932
森 啓輔 西　鉄 2013年６月１日 － －
尾崎 行雄 東　映 2013年６月13日 68 1944�
武智 文雄 近　鉄 2013年７月１日 86 1926
佐々木 元次 中　日 2013年７月５日 81 1931

■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7月

ようこそＯＢクラブへ！

　金本 知憲さん
が入会しました





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） 

■エルセシャワーヘッド 

SH-01型 

未来を担う子どもたちのために… 

エルセSHW型 

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 

                   公益社団法人 

エルセは 全国野球振興会(日本プロ野球ＯＢクラブ)の公式推奨商品です！ 

※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 

＋ “エルセ” で          に変わる!! 


