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　暑い日が続いた今年の夏も過ぎ、2013年の
プロ野球シーズンも、日本シリーズ覇者を決す
熱戦で幕を閉じようとしています。球史に残る
快挙、ニューフェイスの活躍など、今季も話題
が豊富でスタジアムに足を運んで観戦するファ
ンが増えたことは、野球界全体にとって喜ばし
いことと思います。
　その一方で、ユニフォームを脱ぎ、新たな人
生のスタートを切る「プロ野球の仲間たち」が
いることも忘れてはいません。それぞれの思い、
目標を掲げて、自身の野球史を積み重ねてき
た財産を、これからの人生に役立ててもらいた
い、そう願ってやみません。
　当振興会の2013年度が4月に始まり、早く
も半期を終えました。この間、私たちプロ野球
ＯＢにとって大きな変革がありました。前号で
もお伝えしたように、プロ・アマが協議を重ね
て、学生野球資格回復に向けた研修会をプロ、
アマ双方で行うこととなりました（本号３ペー
ジ参照）。この間、（一社）日本野球機構（NPB）、

（一社）日本プロ野球選手会と当振興会の３
者で連携をとり、アマチュア側との協議で、学
生野球資格回復への道を整えてきました。
　プロ側の研修会では、これから学生野球で
の指導を目指すプロ野球OBに対して、半世紀
にわたる不幸な歴史を認識し、法と規範を正し
く理解することを、球団、NPB関係者から説か
れています。
　私もこの研修会で受講者であるプロ野球
OBの方々を前に話をさせてもらいましたが、
学生野球の本分が教育であることを強調しま
した。ややもすると、自身の指導実績の功を焦
るあまりに、過度の指導や、勝利至上主義に陥
る指導に偏ることがないとも限りません。選手
の個性を正しく見際め、長所を伸ばし、ひいて
は野球を通じて人を育てるという意識がとても
大切だと話をしました。
　学生野球資格回復研修が発表されて以来、
指導者養成・認定制度の技術セミナーへの参
加者も増えました。入会者の増加もプロ野球

経験者がさらに指導力を向上させたいという
意識が高まっていることの表れでしょう。
　秋から来春に向けて、当振興会では指導者
を対象にした講習会、（公財）日本高等学校野
球連盟の要請による講師派遣などを行います。
開催情報は、当振興会のホームページに開示
しますので、近隣にいる会員の皆さん、自身の
知識を深めるためにもぜひ積極的に聞きに来
ていただきたいものと思います。
　今後、プロの指導者としての資格、認定制度
なども検討され、実行に移されようとしており
ます。
　会員の皆様には、さらに向上心を持って取り
組んでもらいたいと思います。

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

INFORMATION

● 役員異動状況報告

〔顧 問〕　土橋　正幸
　ご逝去（平成25年8月24日）享年77歳

　※就任日：平成24年9月9日

〔理 事〕　高津　義信
　退 任（平成25年9月30日）

　※就任日：平成24年6月25日

● 平成25年度 近畿地区ブロック会議 報告

 　去る、９月24日（火）近畿ブロック会議が開かれました。

　今年急展開を見せたプロアマ協議会による「学生野球資格回復研修制度」の

テーマを中心に、地域の特性に応じた当振興会の役割について活発な意見交換

を行いました。

　各地域のブロック会議を順次開催していきます。地域の特色を活かした活動の

展開を図っていきたいと思いますので、OB会員の皆さまは、色とりどりのアイデ

アや手法・課題について各地区代表幹事または事務局に情報をお寄せください。

岡本 伊三美（近畿ブロック長）、西川 克弘（滋賀県幹事）、元田 昌義（奈良県幹事）、

木村 竹志（和歌山県幹事）、和田　徹（大阪府幹事）、大原 徹也（大阪府幹事）、

鎌田　実（兵庫県幹事）、芝池 博明（兵庫県幹事）、小川　亨（野球事業推進委員）

出 席 者

　永年にわたり、プロ野球界を牽引してこられた土橋正幸さん
（元日本ハム・ヤクルト/投手）が8月24日にご逝去されました。
同氏は、OBクラブがおぼつかない歩みを始めた発足（’94）当初
から尽力され、東京都代表幹事を歴年務めた後、顧問として当振
興会の活動を支えてこられました。
　OBクラブ事務所が皇居の周辺にあった頃は、日課のウォーキ
ングの休憩所にと頻繁に訪れ、江戸っ子口調で朗らかな笑顔をふ
りまきながら、吹き出る汗をぬぐっていた姿が思い出されます。
　故人の長きにわたる功績に、心からの敬意をもって哀悼の意を
捧げます。

訃   報  ： 土 橋  正 幸 氏

平成25年度

「都道府県代表幹事会」＆懇親会「感謝の集い」

開 催 の お 知 ら せ

　今年も一年間お世話になった皆さまに御礼の思いをこめて、懇親会「感謝

の集い」を開催します。

　OB、賛助会員、関係企業・団体の皆さまと楽しいひとときを過ごす“夕

べ”をプログラム満載でご提供します。ぜひ、ご家族・ご友人をお誘いの

上、ご参加ください。

　また、懇親会の前には、「都道府県代表幹事会」を執り行います。公益法

人に移行して一年余り、学生野球資格回復研修制度へのとりくみによるプロ

アマ交流の促進が加速する中、全国津々浦々でOBの活躍が求められること

が予想されます。地域に根差した活動を展開する土壌を整備するため、意

見・情報交換を行いますので、参加対象者の皆さまは、ぜひご参加をお願い

いたします。

※ 参加ご希望の正（OB）会員の方は、事前に TEL （03-3626-8911）にて
ご連絡ください。

都道府県代表幹事会

感謝の集い

時　間　：　15：00開始（予定）

会　場　：　B1F　「オーロラ」

参加者　：　ブロック長、都道府県代表幹事、野球事業推進委員

時　間　：　18：00開始（予定）

会　場　：　B1F　「天空」

参加者　：　役員、正（OB）会員、賛助会員、関係企業・団体等

開催日 ： 平成25年12月3日（火）
会　場 ： 東京ドームホテル

学生野球での指導「解禁」へプロ野球出身者としての心得
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　元プロ野球関係者の学生野球資格回復への道が今年大きく開かれ

ることになりました。

　今年行われたプロ研修会に参加したOB約500名は、12月以降に開

かれる「アマ研修」へと進みます。新しい研修制度の下に「アマ復帰者」

が誕生するのは、来年早々の見込みです。

　「技術のプロが指導者のプロへ」。OBに求められるのは指導者とし

ての資質の向上です。研修会参加だけでなく、その後開かれる「NPB公

認指導者養成講座」への参加、当振興会の「技術セミナー」への参加を

通じて、研鑽を積まれることを望みます。

　日本の野球界はまたひとつ大きな歴史を刻み

ました。

　これまで、プロ野球出身者が高校生を指導す

るには、教員として2年間の実務経験（教諭特例）

が必要でした。しかし、この度の学生野球協会の

規則変更により、プロ側が行う研修（1日）とアマ

側が行う研修（2日）をそれぞれ受講することで、

学生野球の資格を回復でき、教員でなくとも学生

野球の指導者となる道が開かれました。　７月

28日、初のプロ研修会が都内で開かれ、100人

のプロ野球OBが受講。プロアマ断絶の経緯、新

人選手獲得のルール、指導者の役割、傷害予防等

の講義を熱心に聴講。終了後に行った小テストの

時間では、えんぴつ一本転がす

音も響くほどの緊張感に包まれ

た張りつめた空気の中、真剣に

ペンを走らせるOBの姿に、閉ざ

された長い歴史への想いと、道

が開かれることへの真摯な姿勢

が表れていたように感じます。

　この夏のプロ研修会は、当振

興会の「野球技術指導員登録証」

を取得しているか、すでに大学

野球指導者であるOBが対象で

した。11月に行われる研修会は、現在プロ球団

に所属していないOBであれば、参加することが

できます。そして12月のアマ研修を経て、いよい

よ学生野球の指導者へ…。

※ 2013年度の受講受付は 
終了しました。

● 修了要件 ：  下記研修会への参加、小テスト、アンケート
● 時　　間 ： 5時間（12：00～17：00）×1日
● 内　　容 ： 歴史、傷害予防、新人獲得ルールなど
● 参 加 費 ： 10,000円

[トライアル／東京]　7/28（日）・8/10（土）  ー146人修了ー
[東京会場]　11/9（土） 日体大世田谷校舎
[大阪会場]　11/10（日） TKP梅田会議室

● 修了要件 ： 下記研修会への参加
● 時　　間 ： 9：00～16：00×2日
● 内　　容 ： 部活動の位置づけ、教育的配慮、ルールなど
● 参 加 費 ： 10,000円

[①東京]　12/13（金）・14（土） 関西大東京センター
[②大阪]　12/21（土）・22（日） 関西大天六キャンパス
[③東京]　1/31（金）・2/1（土） 関西大東京センター
[④大阪]　2/8（土）・9（日） 関西大天六キャンパス

  プロ研修会

  アマ研修会

学生野球協会
適性審査修了証交付 学生野球

資格回復

認定

　 学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度Topics 02

学生野球資格回復研修制度 （アマ復帰から学生指導までの道のり）
Step. 1

Step. 2

Step. 3

元プロ野球関係者の

学生野球資格回復研修会  スタート！！

プロアマ協議会との連携
学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度
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OB会員相互の勉強会「技術セミナー」好評開催中！！
2013年度野球指導者養成・認定制度事業

　1998年から開催されているOB会員相互の勉強会

「技術セミナー」も10月の近畿地区での開催を終えて

のべ193講座を実施してきました。

　コツコツと実績を重ねてきたことが、今日の学生野球

資格回復研修制度や、NPB公認指導者養成制度におけ

る当振興会の重要な役割につながっています。

　この冬からスタートする「NPB公認指導者養成制度」

と「技術セミナー」は密接にリンクしていきます。

　参加者全員で考え、ディスカッションするセミナーは、

OB同士ならではの深く、濃く、明るく、楽しい勉強会が

繰り広げられています。ぜひOB会員の皆さんはふるっ

てご参加ください！！

［共通講座開講予定］

　※ NPB公認指導者養成制度との連携
事業のため、現在協議中。

スポーツ振興くじ助成事業

Ⅰ期 九州地区（6/1）
アクロス福岡

Ⅱ期 関東地区（9/15）
国立スポーツ科学センター

Ⅲ期 近畿地区（10/14）
大阪国際交流センター

投 手 編 池谷 公二郞 内 野 手 編 仁志 敏久 投 手 編 山崎 慎太郎

捕 手 編 鈴木 伸良 打 撃 編 中西　太 捕 手 編 有田 修三

打 撃 編 森　徹 外 野 手 編 屋鋪　要 内 野 手 編 岡　義朗

外 野 手 編 亀山　努 投 手 編 髙橋 善正 打 撃 編 佐々木 恭介

走塁・バント編 出口 雄大 捕 手 編 醍醐 猛男 外 野 手 編 屋鋪　要

内 野 手 編 吉岡　悟 走塁・バント編 髙橋 慶彦 走塁・バント編 高代 延博

期 開催地区 日　程 場　所

Ⅳ期 東　海 12月７日（土） 名古屋

Ⅴ期 関　東 1月 東　京

Ⅵ期 中国四国 2月 or 3月 広　島

■ 開催状況 ［開催予定］

　学生野球の指導の道が開

かれたことで、OBはより一

層襟を正し、研鑽を重ねなく

てはなりません。関東地区に

参加した40名以上のOBは、

長時間にわたるセミナーに

真剣な姿勢で取り組んでい

ました。

時　間 科　目 プレゼンター（講師）

10：00～11：10 内 野 手 編 仁志 敏久（元巨人）

11：20～12：30 打 撃 編 中西　太（元西鉄）

12：30～13：00 昼　食　休　憩

13：00～13：50 外 野 手 編 屋鋪　要（元巨人）

14：00～15：20 投 手 編 髙橋 善正（元巨人）

15：30～16：30 捕 手 編 醍醐 猛男（元ロッテ）

16：40～17：40 走塁・バント編 髙橋 慶彦（元広島）

《各講師からの印象深いひと言》
「偉大なる教師は心に火を付ける」　ｂｙ 打撃編 ： 中西　太さん

（中西ノートに記された「何苦礎」（※）という標語の中につづられたひと言）
　　※ 解説 ：　 三原修ノートに記されていたとの記録があります。

また、戦時中の標語であったとの記録も。「すべての
苦労を基礎にして辛抱しよう」という意味。

「BE  A  BOY  MAN」 ＝ 「選手と同じ目線になる」
 ｂｙ 捕手編 ： 醍醐 猛男さん
　（ 米マイナーリーグでのコーチ修行中、チームに訪れる牧師から学

んだというひと言）

「 ユニフォームを脱いだら、現役時代の実績は関係ない。プロ
OBは、等しく新人指導者として貪欲に勉強をしていかなく
てはならない」　 ｂｙ 投手編 ： 髙橋 善正さん

　（参加した40名以上のOBに力強く主張したひと言）

技術セミナー参加者の声

　本 間　満
（元ダイエー/内野手） 41歳　

　講師の方々から貴重なお話を訊くこ
とができ、共感する点がたくさんあり
ました。
　アマチュアとの垣根が低くなりまし
たが、はじめが肝心です。良い人材を
送り込み、プロ野球の素晴らしさ、すご
さを見せましょう。
　中西 太さんにいただいた「何苦礎」
に記された4つの言葉を胸に、努力し
て良い指導者になりたいと思います。

［時間割］

技術セミナー関東地区開催レポート

in 国立スポーツ科学センター  9月15日（日）

走塁・バント編：髙橋 慶彦さん
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登録 No. 氏　名 在住地 代表出身球団

13-0162 髙橋 慶彦 東　京 広　島

13-0163 鮫島 康夫 鹿児島 クラウン

13-0164 伊原 春樹 東　京 西　武

13-0165 亀丸 信一 福　岡 西　鉄

13-0166 柏原 純一 兵　庫 南　海

13-0167 尾花 髙夫 神奈川 ヤクルト

13-0168 原　俊介 東　京 巨　人

13-0169 稲川　誠 神奈川 横　浜

13-0170 松崎 秀昭 熊　本 ダイエー

13-0171 村西 辰彦 滋　賀 日本ハム

登録 No. 氏　名 在住地 代表出身球団

13-0172 森長　隆 沖　縄 ヤクルト

13-0173 亀山　努 大　阪 阪　神

13-0174 新浦 壽夫 神奈川 巨　人

13-0175 香川 正人 東　京 近　鉄

13-0176 三井 浩二 東　京 西　武

13-0177 大久保　学 広　島 ダイエー

13-0178 榊原 聡一郎 広　島 広　島

■ 野球技術指導員追加登録者　NEW!!　（2013.8.1 ～ 2013.10.1）

　技術セミナーは、アマ復帰への道が開かれること
も影響して近畿地区でも40名以上のOBの参加があ
りました。
　高野連理事を務める田名部和裕さんも視察に訪
れ、OBの皆さんが勉強する熱心な姿勢に感心され、
元プロのアマ復帰への手ごたえを得て会場を後にさ
れた様子でした。
　技術セミナーは、OB相互の勉強会としてこれから
も変わらず講座をひとつひとつ積み重ねていきます。
　ぜひお近くで開催される際には、OBの皆さんは気
兼ねなく参加してみてください。ここでは、大先輩も
若手もみんな一緒に同じ土俵で楽しく真剣にディス
カッションを交わしています！！

時　間 科　目 プレゼンター（講師）

10：00～11：20 投 手 編 山崎 慎太郎（元近鉄）

11：30～12：30 捕 手 編 有田 修三（元近鉄）

12：30～13：00 昼　食　休　憩

13：00～14：10 内 野 手 編 岡　義朗（元広島）

14：20～15：30 打 撃 編 佐々木 恭介（元近鉄）

15：40～16：30 外 野 手 編 屋鋪　要（元巨人）

16：40～17：40 走塁・バント編 高代 延博（元中日）

技術セミナー参加者の声 　廣 政　秀 之　（元近鉄/投手） 46歳

　子どもたちには、野球を通じて人間的に
成長し、社会の中でリーダー・シップをとれ
る人に成長してほしいです。
　指導者は、単なる技術だけを教えるプ
ロコーチでは困ると思います。私は、「礼儀」

「常識」「モラル」「マナー」を教えることを

工夫しながら考えたいです。
　特に高校生は人生の選択を強いられる時
期でもあり、迷いが生じて当然の年代です。
野球を通じて人間力を養う。「協力」や「努
力」を子どもたちと一緒に学び、そして信頼
される指導者を目指したいと思います。

［時間割］

技術セミナー近畿地区開催レポート

in 大阪国際交流センター  10月14日（月・祝）

所定の課題（技術セミナー・レポート）を修了した方へ
「野球技術指導員登録証」を発行しています。

技術セミナー受講 レポート提出 野球技術指導員＋ =

　学生野球資格回復研修制度とは別に「NPB公認指導者養成制度」が

この冬スタートする見込みです。これまで当振興会が行ってきた「野球

指導者養成・認定制度」（技術セミナー）とリンクした制度づくりを目指

しています。

　「NPB公認指導者養成制度」は最も価値のあるものです。アマ復帰へ

の道が開かれた今、OB相互で切磋琢磨して指導力向上に努めましょ

う。また、アマチュア資格回復のみならず、本当のプロの指導者へと努

力されることを願っています。本制度は、受講資格・人数に制限があり

ます。今後、向上心を強く持っているＯＢの方々には、できる限り道が開

かれるように研究していきたいと思います。詳細は、次号でご紹介しま

す。ご期待ください。

OBクラブ指導者養成・認定制度の連携
N P B 公 認 指 導 者 養 成 制 度

内野手編：岡 義朗さん投手編：山崎 慎太郎さん
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【参加ＯＢ】
投　手　：　 遠藤 一彦（元大洋）、大川　章（元ヤクルト） 

森　宝生（元西武）
捕　手　：　 三浦 正行（元大洋）
野　手　：　 中塚 政幸（元大洋）、庄司 智久（元巨人） 

佐藤　洋（元巨人）、駒田 徳広（元巨人） 
森　博幸（元西武）

臨床心理士　：　 武野 顕吾（元横浜）
役　員　：　 吉田 克郎（元大洋、岩手県代表幹事） ※敬称略

走塁について実践指導する庄司さん

イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 04

〜中学校応援プロジェクト（岩手・気仙地区）〜
東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 活 動 2 013

10月５～７日、岩手県の気仙地区（陸前高田市、大船渡市、住田町）

にて、この地区での開催３年目となる支援活動を行ってきました。

　最終日は陸前高田市立第一中学校へ訪問。ソフトバンク・内川 聖一選
手のメンタルトレーナーを務める武野さんを中心に、プロ野球ＯＢと中学
２年生91名によるメンタル交流会を開催しました。ページ上の写真が、
そのときの集合写真です。
　「メンタルが強い」とは、どういう人なのか？　武野さんの見解は「自分
の弱い部分を知っていて、それを認め、だからどうすればいいのかを考え
られる人」。
　仮設住宅での生活が続く子どもたちや先生方には、これからもメンタ
ルの強さが必要となります。だからこそ、この交流会が何かの役に立て
ば・・・と考えます。

　たくさんの笑顔を見せてくれた子どもたちや先生方ですが、仮
設住宅での生活がいつまで続くかわからない。また、津波で失わ
れた陸前高田の街並みは、復興の計画が見えないそうです。
　そして、阪神・淡路大震災のデータによると、震災３年以降に
子どもたちが非行に走るケースが多いことがわかっています。
その原因は、親など子どもたちを取り巻く大人たちに、気持ちの

ゆとりがなくなるから。だからこそ、先生方は「これからが大切」
と言います。
　「もう、２年半が経過したから大丈夫」ではありません。ニュー
スで伝えられる頻度は少なくなりましたが、先生方の「これから
が大切」という言葉を、OBクラブとしてもう一度考えることが
必要ではないでしょうか。

3日目

2日目

（陸前高田市立第一中学校）

（ 住田町運動公園野球場、陸前高田市立気仙中学校、大船渡市立吉浜中学校）

メンタル交流会

野球教室、2校での交流会＆アオダモ植樹

　２日目の活動では合計244人の
野球部員が参加（中学１、２年生）。メ
イン会場の住田町運動公園野球場
では、一日野球教室を行いました。
また、校舎が津波の影響で全壊し、

山間部へ移転した気仙中学
校へ、駒田さんが訪問。吉浜
中学では森 宝生さんが野球
教室とアオダモの苗木を植
樹しました。

大川さんは熱心に投球の指導

県大会で優勝した『オール気仙』のメンバー

　気仙地区の中学校教諭や地
域の野球指導者を対象に、指導
者講習会を開きました。
　また、指導を受けるモデル選
手として、地域の中学３年生選
抜チーム『オール気仙』の18人
が参加。彼らは岩手県大会で優
勝し、10月12～14日に千葉県
成田市などで行われたＫボール
の全国大会に出場しました!!
　過去２年間の支援活動で、野
球教室に参加してくれた彼ら。
その彼らの活躍に、プロ野球Ｏ
Ｂ講師も大変喜んでいました。

1日目
（住田町運動公園野球場）

指導者講習会＆指導者との交流会

陸前高田市立第一中学校２年生のみなさんと先生方
中段には８人のプロ野球ＯＢメンバー
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　昨年に引続き、今夏も北海道芦別市と共催で小学校３年生から６年生

を対象とした「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」を右記要項にて芦別市民球場などで実施しました。

　本キャンプは、野球技術の習得だけではなく、集団生活を通じての礼儀

作法などを学ぶことを目的とした合宿形式のスクールであり、北海道内外

から昨年を上回る106名の小学生が芦別に集まりました。

　実技講師は、芦別市出身の髙橋 慶彦さんをはじめ八木澤 荘六さん、髙

橋 善正さん、水上 善雄さんの監督、コーチ経験者の４氏が担当し、晴天の

中、７月31日午後から８月２日午前まで各ポジションでの指導、宿泊ホテ

ルでは全員参加による自己紹介を含めた交流会、朝７時からのウォーキ

ング、バーベキュー大会などを行い、あっという間の３日間でした。

　清澤 茂宏 芦別市長から「本年もキャンプが開催でき参加者も年々多く

なっており、キャンプが認知されてきたと思います。本年度の課題などを

検証して来年度も開催したいと思います。また講師の皆様には、スタッフ

とのミーティングおよび朝のウォーキングまでご参加いただき、球場では

実践的かつ丁寧な指導により、参加された子どもたちに大変貴重な機会

を提供いただき、技術向上だけでなく心身の健全育成の一助をいただき

本当に有難うございました。」とのコメントもいただきました。

　なお、本事業に関しましては、2014年度も実施予定で今後準備を行っ

て参ります。

参加者と講師との記念撮影 芦別市出身、髙橋さんの指導模様

日本プロ野球ＯＢクラブ

・名　　称：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

・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、スターライトホテル

・参加人数：小学３年～６年生　106名

・派遣講師：八木澤 荘六、髙橋 善正、髙橋 慶彦、水上 善雄

ベ ー ス ボ ー ル サ マ ー キャン プ in 芦 別

帝京大学様にご協力いただき開催している中学生

の野球大会『日本プロ野球ＯＢクラブ杯』。

8月24日、25日、サンマリンスタジアムなどで行わ

れた宮崎県大会は、門川町立門川中学校が優勝!!

準優勝は日向学院中学校、3位は宮崎市立檍中学

校と宮崎市立大塚中学校でした。

第４回
宮崎県中学生野球大会

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後　援 ： 帝 京 大 学　

会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

宮 崎
８月24日

25日 門川 日向学院
檍

大塚

【今後の開催予定】 10月10日現在
佐　賀 10/６、12、13（雨天順延分）

群　馬 11/２、３

長　崎 11/９、10

鹿児島 11/23、24

大分、埼玉 11/30、12/１

千　葉 11/16、23、12/８

熊本、福岡 12/７、８

沖　縄 2014 年２月

栃木、岡山 2013 年度内
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キャッチボールのできる
公園づくり事業

第９回  日野原重明カップ
スローピッチソフトボール大会

スポーツフェア

ティーボール大会

　９月23日、愛知県営朝宮公園 競技場（愛知県春日井市）にて、キャッチ
ボールのできる公園づくり事業「朝宮公園キャッチボール教室」が行われま
した。キャッチボールを通して、親子のコミュニケーション作りや公園でキ
ャッチボールを行うきっかけ作りになることを目指すこのイベントには、野
球経験問わず100組200名の親子が参加してくださいました。

　講師は、三沢 淳さん、鹿島 忠さん、小島 弘務さんです。教室で使ったキ
ャッチボール専用球「ゆうボール」はそのまま１組に１個ずつプレゼント！
今後ご自宅でキャッチボールを続けてくれることを願っています。

スーパーシニア世代の躍動、ここにあり！
　「命の躍動」――60歳以上のシ
ニア世代がハツラツとしたプレーを
展開する「日野原重明カップスロー
ピッチソフトボール大会」の第９回
大会が、10月６日（日）、東京・
大田スタジアムで開催されました。
　102歳になったばかりの名医・
日野原重明 聖路加国際病院 名誉院長の名を冠した本年の大会は、予定され
ていた同月５日（土）が雨天のため中止となり、翌６日に優勝を競う形式か
ら親善試合に切り替えての開催となりました。
　関東および隣接県から全23チームのシニアチームが参加。最高齢者は91
歳、オーバー75歳も67名が参加、まさにスーパーシニア世代が日頃の練習
の成果を競い合いました。102歳の日野原先生から見れば、子どものよう
な「若者たち」。真っ白になった頭髪を帽子で覆えば、まさに野球少年の気
分。日野原先生ご自身も90歳まで現役選手だったとのことで、野球・ソフト
ボールは長寿の秘訣？
　本年は、国外から台湾、ハワイから招待チームが各１チーム参加。大会前
夜には、参加者が集まり、大田区内で懇親会が催され、スローピッチソフト
ボールを通じての国際親善を深めていました。
　当会から、森 徹理事長とＯＢ会員・千藤 三樹男さんが両日参加。森理事
長は、東日本大震災の際、200億円もの義援金を寄付した台湾の人たちへ謝
意の言葉とともに、野球、ソフトボールを通じてより一層両国の友好を深め
ていきましょうと、参加者に呼びかけました。また、千藤さんは６日、有志
を集めて試合に特別参加。元プロ野球選手の参戦に参加者も大喜び。

　楽しく、健康増進や生きがいづ
くりを実現できるスポーツとして
の活用、同年代のＯＢ会員の皆さ
んも地元でスローピッチソフトボ
ールの輪を広める活動を始めてみ
てはいかがでしょう。

● キャッチボールのできる公園づくり
事業 
「朝宮公園キャッチボール教室」

・主催：岩間造園株式会社

・協力： キャッチボールのできる公
園づくり事業

・後援：愛知県

　９月１日、千葉県銚子市の銚子市野球場にて、スポーツフェアが開催されま
した。銚子市ご出身の篠塚 和典さん、銚子 利夫さん、澤井 良輔さんが参加し
たこともあって、会場にはたくさんの観客の皆さんがいらっしゃってください
ました。

　８月２１日（水）西武ドームにおいて当振興会が後援し、32チームが参加す
る第16回全国小学生（３・４年生）ティーボール選手権大会、および台湾・中国
チームを含む19チームによる東日本大震災復興支援ティーボール交流大会
が開催されました。
　西武ドームに会場を５面設け、黄色い声援・叱咤のダミ声が混ざり合う中、少
年少女達が８時間余りの熱戦を繰り広げ、最後に栄冠を勝ち得たのは岐阜県よ
り参加の南姫ティーボールクラブ。全国の頂点に立ちました。
　また、試合待ちチーム向けに空きスペースで坂巻 豊さん・根本 隆さん・森 
博幸さん・垣内 哲也さん４氏による３時間のバッティング教室を開講。レベル
の差・身体能力の差に戸惑いながらも臨機応変に対応、するどい質問にも即座
に答える、さすが元プロ！
　さらに台湾・中国の子どもたち、言葉の壁がどう立ちはだかるか心配でした
が、お互い身体で云わんとすることが伝わり全くの杞憂でありました。ティー
ボールは世界の架け橋かも。
　現役時代に比べ歳もとり、お腹も・・・が、ユニフォーム姿を見るとやはり「野
球人」。

● 平成25年度スポーツフェア 
～ドリームベースボール～

・主催： 開催都道府県・市町村、 
財団法人自治総合センター

・後援： 開催都道府県・市町村教育
委員会、他

イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 04

in 銚子市野球場

in 西武ドーム
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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

東京ベースボールスクール
　中学３年生を対象とした「東京ベースボールスクール」も本年で６回目を
迎え12月６日（金）からスタートします。
　本スクールの詳細は、右記のホームページでご確認いただけます。

● 東京ベースボールスクール

・日時：2013年12月６日（金）より10回

・会場：明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

受 講 者 募 集 ！Topics 05

公式ホームページ ▼ ▼ ▼   http://www.baseball-com.jp/05/920.html

OB達の
セカンドフィールド ※ 「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。

OB会員のお店や著書をご紹介
します。ぜひ、ご活用ください。

浜松駅

第一
通り

新
浜
松

静岡銀行

ホテルセンチュリー
イン浜松
　　●　 　●遠鉄百貨店

料理すなっくみな川

152

257

りそな銀行

広小路

旭町

伝馬町

●浜松局〒

JR東海道本線・東海道新幹線

遠州
鉄道
鉄道
線

静岡県浜松市中区田町324-18
2F

TEL：053-456-2055

営業時間 /18：00 ～ 25：00
定休日：日曜
座席数：BOX 5～6名、

カウンター12名
喫　煙：可

〈交通手段〉
 浜松駅より徒歩10分

皆川 康夫

お店PR｜地元の魚中心に、食べる飲む何でも
OK！！味に自信あり。開店して33年になりました。

料理すなっく みな川

1970-1973 東映フライヤーズ
1973-1974 日拓ホームフライヤーズ
1974-1976 日本ハムファイターズ
1977-1979 広島東洋カープ

スナック

開店して３３年。元気でやってい
ます。料理の腕も上がりました。

静岡県

神戸新聞総合出版センター GAKKEN SPORTS BOOKS

定価：本体 1,300円＋税 定価：本体 1,300円＋税

岡 義朗 佐伯 勉

書籍PR｜還暦を迎え、お世話になった皆さまへの感謝の思

いを込めて本を書かせていただきました。

上司は選べない。上司には逆らえない。でも、イエスマンで

は生きていけない。長年にわたりコーチとして信頼され続け

た著者が、組織の中での「よりよい生き方」を指南。

目次：プロは別世界／伝説の舞台と舞台裏／組織とは？／カープで学んだこと／上司と部下／鯉・

鷹・そして虎／プロ野球選手とは？／ユニホームを着たサラリーマン／名監督・名選手の条件／プロ

野球と企業社会の共通点

書籍PR｜本書は私が読売巨人軍コーチ時代に、選手たち

の教育マニュアルとして一冊にまとめ上げた「巨人軍トレー

ニング・マニュアル（肩ひじバージョン）」と同等の内容と

なっています。痛みの発生原因を更に詳しく解説して、肩

ひじ関節の構造、投球動作のメカニズム、可動域を良くす

るリハビリからダンベルやメディシンボールを使用する強

化トレーニングの方法まで「知ることは予防、克服につながる」をコンセプトに、肩ひじ痛に悩む

方々のマニュアルとしてご活用いただければ幸いです。一般的には難しいとされるスポーツ解剖学

的な要素も、噛み砕いた言葉で解説し、さらにイラストと写真で動きが分かりやすい内容となって

います。リハビリについて語ってくれた選手たちのインタビューも必見です。

さらりーまんコーチ 自分で治す 野球肩・野球ひじ　プロが教える治療法！

1972-1980 広島東洋カープ
1980-1983 南海ホークス
1984-1985 阪神タイガース

コーチ歴は広島東洋カープ(1986-1989)、阪神タイガー
ス（1990-1995、フロント1996-1998）、オリックス・
ブルーウェーブ(2002-2003)、広島東洋カープ(2004-
2008)、阪神タイガース(2009-2011)　2012年から野
球評論家。

1965年、東京都生まれ。MLBサンフランシスコ・ジャイア
ンツ（1992-1993）を経て、読売巨人軍トレーニングコーチ

（1998-2001）を歴任。松井秀喜、上原浩治など、数々のス
ター選手たちのウエイトトレーニングや動作解析、体調管理
を担当。若手選手の強化育成にも尽力した。巨人軍退団後、
東京都内で「佐伯鍼灸室・SAEKI TRAINERS」を開院。
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特別連載
Vol.18 第1回日本ワールドシリーズ 優勝ペナント

　本連載の第 2 回で、1950 年第 1 回日本ワール
ドシリーズのポスターを紹介しましたが、今回は同
年の優勝ペナントを紹介します。

　1949 年のシーズン終了後セ・パ両連盟が誕生し、
翌 50 年からセ・リーグ 8 球団、パ・リーグ 7 球団
による 2 リーグ制がスタートします。秋には大リー
グと同じように両リーグ優勝チームによる優勝決定
戦を開催、現在もセ・リーグ記録として残る 98 勝
を挙げた松竹ロビンスと、2 位に 15 ゲーム差の独
走でパ・リーグ優勝を果たした毎日オリオンズによ
り、最初の日本ワールドシリーズが行われました（「日
本ワールドシリーズ」は 1953 年の第 4 回までの正
式名称、翌年から「日本シリーズ」となった）。

　当時はフランチャイズ制確立以前でもあり、開催
球場は神宮、後楽園、甲子園、西宮、中日、大阪と

各地で開催され、4 勝 2 敗で毎日が最初のシリーズ
優勝を達成しました。

　毎日には優勝ペナントが授与され、これが現在当
博物館に収蔵されています。サイズは横 250cm ×
縦 118cm のとても大きなサイズで、第 1 戦の行わ
れた 11 月 22 日付の読売新聞には「長さ 8 尺、幅
4 尺、赤地に金文字の堂々たるもので、製作費 10
万円」と紹介されています。

　当館では 1リーグ時代の優勝ペナントも複数収蔵
していますが、縦長のホームベース型で横 51.5cm
×縦 72cm なので、日本ワールドシリーズ開催を機
に大変豪華になったといえます。

　現在もこのペナントがシリーズ優勝の記念とし
て贈呈されており、横 300cm ×縦 140cm とよ
り大きなサイズで、NPB のロゴマークと優勝年度、

「NIPPON CHAMPIONS」が 刺繍されています。
なお、ペナントの色は、コバルト、ボタン（ピンク）、
赤、紫、グリーンが年毎に順に使用されており（1985
年から）、2013 年は紫地の優勝ペナントが優勝チー
ムに贈られます。

公益財団法人 野球殿堂博物館野球体育博物館 改め

ＯＢクラブ正（ＯＢ）会員の皆様へ 
　特別選抜入学試験とは、“プロ野球選手を引退した後も、野球の普及
活動に従事しつつ社会貢献を目指すプロ野球OB（当振興会会員）”を対
象として設けられた入試枠のことで、ほかに“新聞育英会”、“日本サッ
カー協会”ならびに“日本プロ野球選手会”も本制度を導入しています。
当会ではプロ野球引退後のキャリアサポート事業の一環として受験希
望者を募集します。

　詳しくは下記までお問い合わせください。

インターネットをフルに活用した通信教育課程 
早稲田大学人間科学部eスクールは、ほとんどの課程をeラーニングで行う日本
初の通信教育課程です。

2003年に始まり、これまでに約750名の卒業生を送り出しました。
講義をはじめ、レポート提出や小テストなども自宅のパソコンでOK。卒業すると
学士（人間科学）が取得できます。

入学から卒業までの流れ

公益財団法人野球殿堂博物館　学芸員　関口貴広

公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）正（ＯＢ）会員対象セカンドキャリアサポート情報

早稲田大学 eスクール
『特別選抜入学試験』

受験希望者を募集！！

2014年
4月入学

文部科学省認可の正規の通信制大学教育。野球の普及活動に従事しつつ、
社会貢献を目指すOB会員を対象に設けられた「特別選抜枠」があります！

※願書出願の期限がありますので、１１月１5日（金）までに 

ご連絡をくださいますようお願いします。  （事務局）　

ｅスクールに興味のある方は

http://www.waseda.jp/e-school/

当会会員の方を対象にした 
特別選抜入学試験の受験については、

　●　 当会事務局  ０３-３６２６-８９１１ 
までお問い合わせください。

卒 業

専門ゼミ・卒業研究

レポートを提出

きめ細かな指導と
安心のサポート体制

BBSで質問
議論する

講義を受ける

出願から入学
出願は10月下旬から11月上旬、入試は11月～12月に
１次選考（書類審査）と２次選考（面接）を実施します。

与えられたテーマに関して、意見をBBS（電子掲示板）
上で発言するとともに、各講義で活発なディスカッ
ションを展開します。

各講義課目には、学習支援者として修士号を持つ専門
家が「教育コーチ」としてつき、授業をサポートしてい
ます。

課題やレポートは、Webを介して提出します。

カリキュラムの構成は、基本的に通学制と同じで、専門
ゼミにより学びを深め、卒業研究も行います。

インターネットで動画配信される講義を見ながら、学
習を進めていきます。各講義は合計60～70分位です。

卒業研究論文発表会（口頭試問）を経て、合計124単位
を取得すると卒業です。
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●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

●第２回　東海地区日本プロ野球ＯＢクラブチャリティーゴルフコンペ
・日　　時：2013年12月11日（水）
・会　　場：愛岐カントリークラブ（岐阜県可児市大森1501）
・募集組数：60組

●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

●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

　当会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
事業およ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。

　ご友人、お知り合いの方をお誘いいただき、ぜひ
ご参加の程宜しくお願いします。ご参加ご希望の方
は当会事務局までご連絡をお願いします。

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！！

〒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.59 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、12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）

城之内 邦雄さん

齊藤 明雄さん片岡 篤史さん田尾 安志さん

石嶺 和彦さん髙橋 慶彦さん

OBの直筆サインボール（各1名様）

・日　　時： 2013年７月21日（日） 
12：00～16：30

・会　　場： 東京都立産業貿易センター 
浜松町館３階（東京都）

・参加講師：石毛 宏典、小早川 毅彦

・主　　催：株式会社ミント

学研教育出版
まんが：田中 顕
監　修：公益社団法人全国野球振興会
定　価：1,575円（本体1,500円）
B5変形ハードカバー、
オールカラー192ページ
ISBN978-4-05-203800-6

まんが入門シリーズ

うまくなる少年野球

　株式会社ミントの主催するスポーツカードファンを対象とした
カードトレーディングショー会場に当会から２名の会員を派遣し
ました。

　ステージでは、当時のユニフォーム姿でのトークショーとサイ
ン会が行われ、普段見れない距離でのふれあいができ、会場では
当会オフィシャルカードの先行販売も実施されました。

2013　SUMMER　トレカフェスタ　TOKYO
スポーツカードファン必見！！

新刊ライブラリー

「�野球をやりたい！」
という子どもたちの
　新たなバイブル登場

「ダイワハウス全国少年少女野球教室」をはじめ、小学生を対
象に野球を指導する機会のある会員の皆さんに情報です。

　野球を始めたばかりの頃は、本を読んで投げ方、打ち方、捕
り方を勉強した記憶が皆さんにもあるかと思います。数ある野
球入門書の中で、児童向けにストーリーまんがとQ＆Ａ方式の
テクニック解説で野球の「いろは」を読みながら知ることがで
きる書籍が10月18日に発売になりました。

　失敗が原因で野球から離れていた少年が、転居を機に再び野
球を通じて成長していくストーリーとともに、イラストを使っ
た技術指導や用語の解説がちりばめられています。

　まんがは「さくら音楽隊」（集英社）などの田中 顕。野球
解説の監修には、当振興会の「野球事業推進委員会」委員を中
心に関わりました。子どもにわかりやすい説明とは……と戸
惑ったことのある方は、ぜひ参考にしてみてください。学校や
チームの新たな野球バイブルとして活用をお勧めします。
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・事・務・局・便・り・

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
info@ass.jpn.com

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！

随時相談受付中
★引退選手・ OB会員・球団職員が対象

情報提供はHPをご覧ください　  http:// www.ass.jpn.com 

・社会人基礎教育
・開業について
・フランチャイズについて

・就職について
・教職について

＜内容＞

ＡＳＳは、選手にとってプラスになる情報を

提供いたします。

日本最大級のお好み焼きチェーン店

新コーナーの『事務局便り』

　なにを書けばと悩みましたが、会員

の皆さんに気軽に『当振興会』に足を運

んでいただくために、現在の事務所が

どんな場所にあるか説明することにし

ました。

　最寄駅は錦糸町駅。この駅にはJRの

二つの路線と、地下鉄半蔵門線が乗り

入れています。この駅の隣駅には相撲

のメッカ『両国国技館』、2012年５月

オープンの『東京スカイツリー』と全国

区の施設があり、横浜在住の私にとっ

て『錦糸町』は縁遠いものでしたが、い

ざ、通勤してみると『じぇじぇじぇ』。横

須賀線を使えば、乗り換え無しで東京

駅からわずか８分。馬喰町駅を過ぎる

と、トンネルを抜け、高層ビルが立ち並

ぶ『錦糸町』。北口の改札口を出て、空

を見上げると『白い巨塔？』東京スカイ

ツリーを仰ぐことができます。

　最初の通りを右折し、四ツ目通り（片

道２車線）を渡り、左折。『錦糸公園』、そ

の奥にある『墨田体育館』を右手にし、

約５分歩くと『OLINAS』の２つの高層ビ

ル。もう少し歩くと『蔵前橋通り』と交わ

る太平４丁目の交差点。

　ここまで来ると、東京スカイツリーが、

かなり大きく見えますよ（写真参照）。

　同交差点を渡って直進で80ｍ。１階

が『ワークショップ』のビルの二階に当

振興会の事務所があります。

　都営バスもありますよ（乗車する場

合は錦糸町駅からご一報ください）。

　ぜひ当振興会へお気軽に遊びにきて

ください。楽しみにしています。

　次回は、事務所内と各部についてご

紹介します。

Vol. 1

OB club
Newsletter
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OB 会員年齢地区別資料活 動 報 告

会 員 情 報

2013 年 7 月～ 9 月

■新入会員一覧 2013 年９月末日現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション

北川 哲也 ヤクルト 40 投　手

田中 祐貴 ヤクルト 34 投　手

金村 曉 日本ハム 37 投　手

成本 年秀 ロッテ 45 投　手

吉川 昌宏 ヤクルト 35 投　手

南 竜次 日本ハム 41 投　手

馬渕 隆雄 西　武 38 投　手

木村 茂 ダイエー 38 投　手

木村 孝 日本ハム 55 外野手

田中 力 ロッテ 54 捕　手

野口 茂樹 中　日 39 投　手

坂口 千仙 ダイエー 50 内野手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

渡辺 誠太郎 大　洋 2013年6月22日 91 1922

葛城 隆雄 大　毎 2013年7月27日 76 1936

塩村 將之 近　鉄 2013年8月16日 79 1934

土橋 正幸 東　映 2013年8月24日 77 1935

五十嵐 辰馬 巨　人 2013年8月28日 83 1930

在原 兵次 大　洋 2013年9月16日 77 1936

■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10月

九州／175人

中国／100人

四国／56人

東海／140人

近畿／362人

北信越／28人海外／4人 北海道／19人

東北／39人

関東／734人

沖縄／11人

正（OB）会員分布図
（2013.10.1 現在）

ようこそＯＢクラブへ！

　 野口 茂樹さん
が入会しました

　全国の野球教室に参加し、野球に触れたことのない子どもたちに

野球に興味をもってもらうきっかけ作りをすることが目標です。

　元プロ野球選手と触れ合うことで、一人でも多くの子どもがプロ野球選手になりたいと憧れの気

持ちを持ってくれれば、将来、大いにプロ野球界を盛り上げてくれると思います。

　今後指導者としてもＯＢの皆さんと一緒に指導力向上を目指し、元プロ野球選手が多方面で活躍

できるよう積極的にＯＢクラブの活動に参加していければと思います。

◆野口 茂樹プロフィール

1974年5月13日生まれ（39歳）

◦愛媛県東予市（現：西条市）出身　投手
◦ 丹原高校 ➡ 中日ドラゴンズ ➡ 読売巨人軍

MVP、最優秀防御率２回、最多奪三振、月間MVP４回、三井ゴールデングラブ賞、JA全農Go・
Go賞、最優秀バッテリー賞、JCB・MEP賞２回、IBMプレイヤー・オブ・ザ・イヤー賞、1,000個
三振奪取、1,000投球回、無安打無得点試合投手、オールスター３回出場
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10■会員数 74 299 390 395 361 102 10 27

不明

年齢別 正（OB）会員 1,668名
日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

7月

3日(水） 出版事業
（まんが野球入門監修作業 ４章） 当会事務局（東京都墨田区）

15日（月・祝） 佐久平少年少女野球道場 佐久市営グラウンド（長野県佐久市）

21日（日） トレカフェスタ 東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）

24日(水）

出版事業
（まんが野球入門監修作業 5章） 当会事務局（東京都墨田区）

ベースボールサマーキャンプin芦別
講師打合せ 当会事務局（東京都墨田区）

28日（日）
学生野球資格回復研修会（プロ研修会） 日体大世田谷キャンパス（東京都世田谷区）

スポーツフェア 水林グリーンスタジアム（秋田県由利本荘市）

31日（水）～8/2（金） ベースボールサマーキャンプin芦別 芦別市民球場（北海道芦別市）

8月

7日（水） 文科省訪問 文部科学省（東京都千代田区）

10日（土）

学生野球資格回復研修会（プロ研修会） 日体大世田谷キャンパス（東京都世田谷区）

高校野球練習会in宮城 　講演会 大崎生涯学習センター（大崎パレット）
（宮城県大崎市）

18日（日） スポーツフェア 五島市中央公園野球場（長崎県五島市）

21日（水） ティーボール選手権大会＆交流会 西武ドーム（埼玉県所沢市）

24日（土）、25（日）
日本プロ野球OBクラブ杯（宮崎） サンマリンスタジアムほか（宮崎県宮崎市）

日本プロ野球OBクラブ杯（佐賀） 上峰中学校ほか（佐賀県上峰町）

9月

1日（日） スポーツフェア 銚子市野球場（千葉県銚子市）

4日（水） 第2回常務理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

12日（木） 第２回理事会 国際ファッションセンタービル（東京都墨田区）

14日（土） 技術セミナー2013年Ⅱ期関東地区 国立スポーツ科学センター（東京都北区）

22日（日） スポーツフェア 宮津市民球場（京都府宮津市）

23日（月・祝） キャッチボールのできる公園づくり
朝宮公園キャッチボール教室 愛知県営朝宮公園 競技場（愛知県春日井市）
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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。

■ その他のエルセ商品のご案内

■水道元付けタイプ

エルセ S-05型

■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未来を担う子どもたちのために未来を担う子どもたちのために未来を担う子どもたちのために…………

エルセS-05型

info@n-jisui.co.jp

〒〒〒〒880880880880----1301130113011301 宮崎県東諸県郡綾町大字入野宮崎県東諸県郡綾町大字入野宮崎県東諸県郡綾町大字入野宮崎県東諸県郡綾町大字入野4409440944094409番地番地番地番地6666

0120012001200120----39393939----1132113211321132

フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル

エルセ 検索

サンキューサンキューサンキューサンキュー イイミズイイミズイイミズイイミズ
URLURLURLURL http://www.nhttp://www.nhttp://www.nhttp://www.n----jisui.co.jpjisui.co.jpjisui.co.jpjisui.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 ： S-05型，エルセシャワーヘッドSH-01型，エルセの実

＋＋＋＋ “エルセエルセエルセエルセ”で に変わる!!


