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　2014年が明けて既にひと月が過ぎ、早くも話
題はプロ野球キャンプ一色。新戦力ははつらつ
と練習しているか、移籍した選手の守備位置争
いはどうか……新たなシーズンを前にプロ野球
ファンの興味が尽きない日々がやってきました。
　昨年、私たちプロ野球OBにとって大きな変革
がありました。「学生野球資格回復制度」がアマ
とプロとの間で協議され、そして双方による研
修会を開催して、早ければ本年春には新制度の
下でのプロ野球出身の学生野球指導者が誕生
することになります。
　資格回復に臨んだプロ野球出身者は約500
名。プロ側研修の講師として壇上から皆さんの
真剣な眼差しを拝見し、待ちに待った学生野球
資格回復に向けての意欲が伝わってきました。
　この一連の研修会は、まさに学生野球指導者
としてのスタートラインに立ったということで、こ
れから先がプロ経験者の指導力が問われること
になります。指導の現場に赴いたときに、一人一
人の言動がプロ野球OB全体の評価に直結して
いることを忘れてはなりません。
　技術指導に関する知識や情報は、ネットなど
を通じて容易に入手できる時代。選手や指導者
からの疑問が多岐にわたって飛んでくることも
あるでしょう。それだけに、指導者としての勉強

も継続していくことが求められるはずです。勝利
至上主義に陥って偏重した指導になっていない
か、緊急事態への備えはどうか……指導者とし
て考えるべきことはたくさんあります。プロ経験
者として、野球指導全般にわたって適切な指導
ができる方という期待が持たれ、これに応えられ
る知識、判断、評価を備えていくことが肝心なの
です。
　当振興会は、2005年から毎年、各都道府県
高等学校野球連盟主催による「元プロ野球選手
技術指導講習会」を開催しています。多くのOB
の協力により指導実績を積み上げてきました。こ
うした当振興会の活動でプロ野球経験者による
指導の有効性を高く評価され、学生野球側の「英
断」につながってもいます。多くのOBが積み上げ
てきたものが一瞬に瓦解することがないよう、指
導力の向上に努めてもらいたいものです。
　そのために会員であることの大きな利点である
「指導者養成・認定制度」の技術セミナーを積
極的に受講され、指導力を磨いていただきたい。
指導者をリードする指導者としての資質を高め
る勉強を相互にしていきましょう。
　当振興会は、1994年4月に前身の「日本プロ
野球OBクラブ」として発足し、今年4月で創立
20周年になります。野球を普及させるためにプ

ロ野球OBが立ち上がり、奉仕の精神で活動を
続けていくことを唱えてスタートしました。初代
会長をお務めいただいた川上哲治さん（元巨人
監督）は、会の「成人式」を見ることなく、昨秋、
人生のバットをそっと置かれ他界されました。
　野球への取り組みに一途な方であり、V9とい
う偉業を成し遂げ、華やかなプロ野球の世界を
築いた大功労者でした。初代会長のもと集まっ
た1000人以上のOBたちの初志を貫くために
も、我々OB一人一人の努力をこれからも積み上
げていかなくてはなりません。一人の力は限界が
あります。とても小さなものかもしれません。し
かし、力を結集して同じ方向を目指して奮励努
力すれば勝利も手中にできることを我々は知っ
ています。
　政府機関にスポーツ専門の省庁が設置され、
スポーツによる明るい未来づくりを目指す流れ
になっています。当振興会も指導機会の増進、
若年層へのアプローチ、野球の啓蒙活動により
一層取り組む所存です。2014年も意を一つに
して活動して参りましょう。

第20回 全国少年少女野球教室

「100万人とキャッチボールを！」のキャッチフレーズのもと、今年も

たくさんのこどもたちに出会えることを楽しみにしています！

５月11日（日）   開催決定！！

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

初志貫徹で新たなステージへ2014

　本年度も『全国アマチュア野球指導者講習

会』を全国で開催しています。

　15年目となる今回は新たな試みとして、野

球OB選手以外の講師による講習内容も組込

みました。

　1月13日（月・祝）、和歌山県の紀三井寺公園

野球場施設で開催した近畿会場では、これま

で同様の野球技術部門に加え、臨床心理士の 

武野 顕吾さん（元横浜）によるメンタル講習を

開講。「選手を支え、選手がカラを破るために

は何が必要なのか？」を心理学の面から、受講

者の皆さんと一緒に考えながら進行しました。

　3月には北海道、神奈川県、熊本県での開催

に向け、準備をしています。詳細は決定次第

ホームページに掲載します。たくさんの方々の

ご応募をお待ちしています。

全国アマチュア野球指導者講習会
― 特別協賛 ： 大和ハウス工業株式会社 ―

指導者のための講習会がスタート！

冬の恒例事業！
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※現職の大学常勤指導者は、指導登録届の提出は不要です

[トライアル/東京]　7/28＆8/10

[東京会場]　11/9（土）　

[大阪会場]　11/10（日）

[Ⅰ東京]　12/13（金）・14（土）
[Ⅱ大阪]　12/21（土）・22（日）
[Ⅲ東京]　1/31（金）・2/1（土）
[Ⅳ大阪]　2/8（土）・9（日）

　プロ研修会受講
資 格 要 件 等

資 格 要 件 等

資 格 要 件 等

　学生野球適性審査

　アマ研修会受講

  マッチング

研 修
修了者

資 格
回復者

学生野球資格
回復審査会

全日本大学野球連盟
各都道府県高野連

学生野球資格回復

学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度Topics 03

Step. 1

Step. 3

Step. 2

Step. 4

《 公  示 》　各連盟webサイト：資格回復者の公示

《 申  請 》　 指導を希望する学校からの要請により、連盟が
資格回復者をマッチング

　学生野球資格回復には、NPB主催「プロ研修

会」と日本学生野球協会主催「アマ研修会」を受

けなくてはなりません。

　アマ研修修了証受領後、各自が「学生野球資格

回復審査会」に適性審査申請書を提出し、承認さ

れることで学生野球資格の回復が実現します。

学生野球資格回復研修制度
資格回復から学生指導までの道のり

※各自申請

※各自申請

適性審査申請書

指導登録届

●　 アマ研修会を受講し、学生野球協会からの修了証を交付された者
●　 アマ研修会修了から5年以内の者

 （注意） いったん資格回復した者がプロに戻り、再び資格回復をする場合は、アマ
研修修了から5年以内であれば、適性審査の申請のみで可（研修受講不要）

●　 NPB傘下のプロ球団に所属した者で、本研修制度受講までに 
退団し、現在いずれのプロ球団とも契約関係がない者

●　 プロ研修会を受講し、NPB発行の修了証を交付された者
●　 プロ研修会修了から5年以内の者

●　 NPB傘下のプロ球団に所属した者で、現在いずれのプロ球団と
も契約関係がない者

5年間有効

5年間有効

資
格
回
復
の
た
め
の
特
例
事
項

元審判
審判としての復帰 ➡  研修受講不要 

・適性審査の申請のみ

指導者として復帰 ➡ 研修受講必要

元球団関係者 研修受講不要 ➡ 適性審査の申請のみ

現・大学指導者

※ 特別コーチ規程
廃止のため

期日までに研修を修了しなければ、指導を
継続できない

常勤指導者 ➡ 2014年3月31日迄

非常勤指導者 ➡ 2014年12月31日迄

　初めて行われた「アマ研修会」において、受
講者は丸２日間真摯な姿勢で耳を傾けてい
ました。
　受講内容は、「学校教育の一環としての部
活動の位置づけ」を中心に、教育的配慮や留
意点など、これまでの長い歴史の中で“基本
理念”として受け継いできた学生野球の精神
を勉強する構成になっています。
　学生野球憲章に謳われた条文の背景や理
由が丁寧に説明され、学生野球側が元プロを
受け入れることへの歓迎の想いと相互理解
への熱い想いを伺い知ることができました。

　また、元プロの受講者も襟を正し、熱意あ
る姿勢でその想いに応えていたように思い
ます。
　研修の冒頭に全日本大学野球連盟大橋英
五会長が、「この制度は、アマだけ、プロだけ
の関係では成り立ちません。率直な意見を出
し合って誠実に協議し、プロ・アマ両者の関
係を保っていきたいと思います。これからの
学生とプロの関係を皆さんで新しく創ってい
きましょう」と挨拶されました。
　この制度による第Ⅰ期生の学生野球資格
回復者は、新年早々に誕生します。

アマ研修会受講ルポ

アマ研修会Ⅰ期：東京会場

日　時
2013年12月13日（金）・14（土） 

9：00～16：00

会　場 関西大学東京センター

受講者 152人
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N P B 公 認 指 導 者 養 成 制 度Topics 04

■プロ野球公認指導者養成講習会

　学生野球資格回復者の研鑽の場として、（一社）日本野球機構（NPB）

による指導者養成制度がスタートします。技術面のみならず、スポーツ

科学の視点を備えた総合的指導者の養成カリキュラムです。

　本制度を修了した方は、学生野球協会のwebサイトでもNPB公認指

導者養成制度修了者として他の資格回復者と区分されます。

※ 当振興会の「野球技術指導員登録証」取得者は実技講習の受講が免除されます。
　＝「野球技術指導員登録証」は、技術セミナーを受講することで取得できます。（右ページ参照）＝

● 参加資格：学生野球資格回復研修制度修了者（修了見込の者を含む）
● 募集期間：12月25日（水）～1月20日（月）

  ※対象者へは、開催通知を送付しています。

NPB公認指導者養成制度
「プロ野球公認指導者養成講習会」

現在、プロ球団のジュニアコーチを務めていま
すが、この研修を受けることはできますか？

「プロ研修会」「アマ研修会」修了後に行う適性
審査の申請に必要な書類を教えてください。

資格回復後は、どこの地域でも指導して大丈夫
でしょうか？

学校の常勤指導者（監督等）になった場合の活
動範囲について教えてください。

非常勤指導者（臨時コーチなど）になった場合
の活動範囲について教えてください。

自分のみている少年野球チームOBの高校球児
が少年野球の指導の現場に訪れました。本人に
アドバイスをしても大丈夫でしょうか？

受けられません。
プロ12球団と契約関係がある場合は、受講できません。

適性審査申請書、最終球団の退団証明書、履歴書です。退団証明書は、選手に限ら
ず、コーチ、フロントとして最後に契約が終了した球団から取得してください。

指導を希望する全日本大学野球連盟または各都道府県高野連に指導登録届を提
出し、該当の連盟に公示されていなければ指導することができません。複数の県で
指導を希望する際は、該当の連盟それぞれに登録届の提出が必要です。（母校での
指導には登録届の提出は必要ありません。）

学校から常勤指導者として委嘱された方は、以下の行為が禁止されます。
・ 採用された学校以外での野球に関する活動（他校の指導をすること、野球塾を運

営すること、評論活動など）

非常勤でも以下の行為は禁止されます。
・ プロ野球による興行とみなされるイベントへの参加（企業等のキャンペーン試合など）
・球団との契約が発生するものへの参加（ジュニアトーナメントコーチなど）

いけません。
学生野球の生徒を指導する場合には、必ず学校の目の届く範囲（校内）で行うこと
になります。したがって、資格回復者が学校の承認を得て、学校に出向いて指導す
ることは構いません。学校部活動外において指導することはできません。

Q1 A

Q2 A

Q3 A

Q4 A

Q5 A

Q6 A

本研修制度に関する疑問やご意見は右記までご連絡ください。　（事務局：03-3626-8911　担当：島田、加古）

学生野球資格回復研修制度 Q&A

講座名 カリキュラム 東京会場 大阪会場

教養講座
（2日）

受講料：15,000円

一日目： スポーツ指導者とは／スポーツと法／スポーツと地域社会／

ジュニア期のスポーツ／スポーツの心理

二日目： スポーツと栄養／野球におけるフィジカルコンディショニング／

野球におけるメディカルコンディショニング／野球指導者に必要

な医学／野球とドーピング防止 

2月8日（土）

　11：00～19：10

2月9日（日）

　9：00～18：10

2月21日（金）

　11：00～19：10

2月22日（土）

　9：00～18：10

実技講座
（1日）

受講料：5,000円

 投手編／捕手編／内野手編／外野手編／走塁・バント編／打撃編 2月10日（月）

　9：00～17：00

2月23日（日）

　9：00～17：00
［各講座］ 50～90分

［各講座］ 60～120分

学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度Topics 03
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登録 No. 氏　名 代表出身球団
13-0179 村西 哲幸 横　浜

13-0180 堂上 照 中　日

13-0181 遠田 誠治 中　日

13-0182 五月女 豊 阪　神

13-0183 今井 譲二 広　島

13-0184 岡 義朗 広　島

13-0185 斉藤 秀光 横　浜

13-0186 本間 満 ダイエー

13-0187 山本 功児 巨　人

13-0188 川畑 勇一 ヤクルト

13-0189 元田 昌義 南　海

13-0190 田中 祐貴 近　鉄

13-0191 森 博幸 西　武

13-0192 古屋 剛 西　武

13-0193 廣政 秀之 近　鉄

13-0194 村岡 耕一 大　洋

13-0195 栗岡 英智 中　日

登録 No. 氏　名 代表出身球団
13-0196 三浦 正行 大　洋

13-0197 河合 禮爾 大　洋

13-0198 山越 吉洋 阪　急

13-0199 桑野 議 阪　神

13-0200 大久保 勝也 横　浜

13-0201 水谷 宏 近　鉄

13-0202 岡部 明一 ロッテ

13-0203 鈴木 平 ヤクルト

13-0204 岡村 浩二 阪　急

13-0205 中原 勝利 日本ハム

13-0206 野田 雲平 近　鉄

13-0207 樋澤 良信 巨　人

13-0208 大木 勝年 ヤクルト

13-0209 今関 勝 日本ハム

13-0210 藤岡 寛生 巨　人

13-0211 末次 利光 巨　人

13-0212 神田 大輔 南　海

■ 野球技術指導員追加登録者（2013.11.1 ～ 2013.12.1）  NEW!!

技術セミナー参加者の声　　　　

　今回、技術セミナーを初めて受講しました。セミナーと聞いていた

ので、講師の方が一方的に話されるイメージを持っていたのですが、

ひとつひとつのプレーに対し講師の方が発表するだけでなく、参加

者からも意見が出て、指導方法について議論になりました。参加者の

中で僕が一番若かったのですが、発言する機会もあり、積極的に参加

することができました。野球界の指導力向上にとって、このようなセ

ミナーはとても有意義であり、今後このようなセミナーが開催され

れば、また出席したいと思います。

技術セミナー東海地区レポート

投手編／阿波野 秀幸さん

日本ハム '06-'10

中　  日 2011

ヤクルト 2012

木下 達生さん

（26歳/投手）

［共通講座開講予定］
 ※ NPB養成講座との連携事業のため、プロアマ

協議会の動向により調整中

Ⅳ期東海地区（12/7） 名古屋国際会議場

投 手 編 阿波野 秀幸

捕 手 編 辻　恭彦

内 野 手 編 高代 延博

外 野 手 編 平野　謙

走 塁・バ ント 編 平野　謙

打 撃 編 田尾 安志

期 開催地区 日　程 場　所

Ⅴ期 関　東 ３月１日（土） 東　京

■ 開催状況 ［今後の開催予定］

　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」

も延べ199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

制度における振興会の重責につながっています。

　本年からスタートする「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研修会は、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。引退後

間もないOBも続々増えてきていますので、ぜひOB会員の皆さんはふ

るってご参加ください。

OBクラブ野球指導者養成・認定制度事業
《 技 術 セミナ ー 東 海 地 区 開 催 》

技 術 セ ミ ナ ーTopics 05
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イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 06

・日　　時： 2013年12月15日（日） 

14：00～15：30

・会　　場： 東京都立産業貿易センター 

浜松町館5階（東京都港区）

・参加講師：田淵 幸一

・主　　催：株式会社ミント

　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のトークショー、サイン会、撮影会に田淵 幸一さ

ん（元阪神）が参加しました。

　ステージでは、1月に発売された「長嶋 茂雄メモリアルトレジャーズ

カードセット」にちなみ当時の長嶋氏との対戦、エピソードを披露し、そ

の後サイン会、ツーショット撮影会なども行いました。また、会場では当

会ブースも設け賛助会員募集などＰＲ活動も併せて実施しました。

2013 WINTER  トレカフェスタ TOKYO

　2013年4月16日、プロ野球界をリードしてきた当振興会会員・長

嶋 茂雄さんが『国民栄誉賞』を受賞されたことは、皆様の記憶にも新

しいところでしょう。この栄誉を称えて、当振興会と㈱エポック社で商

品化している『日本プロ野球OBクラブカードセット』として珠玉のト

レーディングカードを発売することとなりました。

　限定3333ボックスのみ生産されるこのセットは、同氏のプロ野球

デビューから引退、監督時代の雄姿を収録。長嶋 茂雄さんによる「直

筆サインカード」や、袖をとおされたスーツをカットしてカードに封入

した「スーツカード」などもランダムに封入されています。

　多くのファンが待ち望んだ不世出のスーパースターの輝かしい軌

跡を綴った永久保存版のカードとなっています。

　１ボックスにレギュラーカード30種、インサートカード（箔押しサ

インカード）26種中１枚、スペシャルインサートカードとしてスーツ

カード15種中1枚または直筆サインカード11種中1枚が封入されて、

9,450円（税込）で全国のカードショップで発売中。

　カード制作にあたったエポック社は、長嶋さんのプロデビューと時

を同じくしてロングセラー『野球盤』を世に送り出し、まさに昭和～平

成のプロ野球の歴史を一緒に歩み続けたことからも思い入れはひと

しお。野球盤、メンコで育った世代にも懐かしさが甦るエピソードで

はないでしょうか。

メモリアルトレジャーズ 
カードセット

日本プロ野球OBクラブ Presents

INFORMATION

● 義援金収支報告

● 感謝の集い
　12月3日東京ドームホテルにて「平成25年度 感謝の集い」を開催

しました。

　約300名の皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。

● 平成25年度都道府県代表幹事会
　「感謝の集い」の当日に「都道府県代表幹事会」が開催されました。

　これまででもっとも多くの代表幹事が全国から参集し、来年度第20

回の記念事業となる「全国少年少女野球教室」や2013年から始まった

「学生野球資格回復研修制度」の取り組みについての意見交換や情報の

共有を図りました。

　2014年は、これらの重要な事業の実施運営が控えています。代表幹

事を通じて各地のOB会員との絆を結ぶことにより一層力を入れ、全国

津々浦々でのOBの皆さんの活躍機会を創出して参ります。

開催日：平成25年12月3日（火）

会　場：東京ドームホテル　B1F「オーロラ」

出席者：54名（ 理事、監事、野球事業推進委員、ブロック長、都道府

県代表幹事）

● 役員異動状況報告

退 任 報 告

〔参 与〕　　西田 孝之
　退 任（平成25年10月23日）

　※就任日：平成24年9月7日

2013年４月１日残額 ¥ 1,060,477

使途  10月5日～7日 東日本大震災復興支援活動2013

 -中学校応援プロジェクト（岩手県気仙地区）- ¥ 738,194

残額（12月31日現在） ¥ 322,283 

※ 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。

出口にてお見送りする役員 抽選会も盛り上がりました 2組のゲストによる三味線披露

©Kyodo News
©産経新聞社
©SPORCTION.COM
©2014 EPOCH CO., LTD.
©JAPAN BASEBALL PROMOTION ASSOCIATION

エポック社から発売！！

長嶋茂雄
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　 　 　 　 　 大 会 結 果

会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

大 分
（第4回）

11/30、12/1

長 洲 緑ヶ丘
中 津

駅 川

埼 玉
（第1回） 柳 瀬 山 口

向 陽

北 野

熊 本
（第4回）

12/7、8

飽 田 鏡
出 水

山 鹿

福 岡
（第5回） 原 三 宅

春 吉

苅 田
【今後の予定】 

　年度内に沖縄、栃木、岡山で開催見込み

会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

佐 賀
（第3回）

8/24、

10/6、12、13 東脊振 嬉 野
唐津東

城 南

群 馬
（第1回）

11/2、3 桂 萱 鎌 倉
前橋一

前橋七

鹿児島
（第4回）

11/23、24 吉 野 西 陵
谷山北

谷 山

技術指導講習会

野球指導者講習会（BCC）

名 称　：　元プロ野球選手による技術指導講習会

主 催　：　 各都道府県高等学校野球連盟

協 力　：　 公益財団法人日本高等学校野球連盟、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）

日 程　：　2013年11月4日（月・祝）～12月15日（日）

派 遣 講 師　：　 公益社団法人全国野球振興会所属会員であり、一般社団法人日本野球機構に提出

した「2013年度　登録講師」の中から選抜

受 講 対 象　：　 各都道府県日本高等学校野球連盟加盟校の野球部員、引率責任者

　1月17日（金）～20日（日）、幕張メッセ（千葉市美浜区）で野球指導者講

習会（BASEBALL COACHING CLINIC）が行われました。

　18日（土）は、プロ野球OBが講師を務める、投手・捕手・打撃・守備・走塁・

バント・ベースコーチ・練習メニューの各部門を、アマチュア野球指導者の

皆様約400人が質疑応答を交えながら講習を受けました。

　実技指導の後には尾花 高夫さん（元ヤクルト）による講演会も行われま

した。

《主 催》　 一般財団法人 全日本野球協会、 一般社団法人 日本野球機構

※ 兵庫県内で2月１日、２日に予定あり。 詳しくは次号に掲載。

都道府県 日　時 会　場 テーマ 投　手 捕　手 内野手 外野手

宮城県
11月16日（土）

～17日（日）

16日 東北福祉大学  室内練習場

17日 Ｋスタ宮城  室内練習場 　
バッテリー育成

松沼 雅之 大矢 明彦

三井 浩二 原　俊介

兵庫県

11月4日（月・祝） 赤穂城南緑地公園野球場 バッテリー育成
山崎 慎太郎 川越　透

野田 浩司 西山 秀二

11月9日（土） 明石公園第一野球場 守 備 の 強 化
村上 眞一 庄司 智久

南渕 時高 南牟礼 豊藏

宮崎県 12月15日（日） 西都原運動公園  屋内練習場 打 撃 力 の 向 上
吉永 幸一郎 片岡 光宏 山本 和範

二村 忠美

in 幕張メッセ

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後　援 ： 帝 京 大 学　
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●第10回みんなのスポーツフェスタ　少年少女野球教室

　2013年10月26日（土）、京

都市のわかさスタジアム京都で、

「みんなのスポーツフェスタ」が

行われました。200名以上の小学

生が集まってくださいました！

● 阿見町 2013年度トップアスリートスポーツ教室事業　
少年少女野球教室

　2013年12月7日（土）、茨城

県阿見町の阿見町総合運動公園

野球場で、「2013年度トップアス

リートスポーツ教室事業　少年

少女野球教室」が行われました。

気温が低くても受講者はみんな

元気！広い球場を目一杯使って、

楽しく野球を学びました。講師の

指導を熱心に聴く指導者の皆様

の姿も印象的でした。

●岡谷市少年少女野球教室

　2013年12月7日（土）、長野県

岡谷市の岡谷市営岡谷野球場で、

岡谷市少年野球連盟様ご主催の

野球教室が行われました。講師の

熱心な指導もあって、とても良い

野球教室になりました。

　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事を目的としたゴルフコンペを本年度は、関西地

区、東海地区でも開催し5会場で多くの会員並びにファンの方々にご参

加頂き盛大に開催することが出来ました。

　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

元自治体、ライオンズクラブなどを通じて寄付を行い社

会貢献活動実施のために活用させて頂きます。

　本年度は12球団から現役選手のサイングッズの提供

を頂き、各協賛企業からも多くの商品提供を頂きました。

ここに厚く御礼申し上げます。

協　力　 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、㈱読
売巨人軍、㈱ヤクルト球団、㈱横浜DeNAベイスターズ、㈱中日ドラゴ
ンズ、㈱阪神タイガース、㈱広島東洋カープ、㈱北海道日本ハムファイ
ターズ、㈱楽天野球団、㈱西武ライオンズ、㈱千葉ロッテマリーンズ、
オリックス野球クラブ㈱、福岡ソフトバンクホークス㈱

協　賛　 ㈱エポック社、㈱オニザキコーポレーション、カルピス㈱、ダンロップ
スポーツ㈱、㈱コラントッテ、㈱ニューヨーカー、㈱デサント、㈱久保
田運動具店、㈱ワコールホールディングス、㈱阪急交通社、ユナイテッ
ド航空、レオパレスリゾートグアム、㈱セミック、大谷堂、㈱矢場とん

●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）天候：晴れ
・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）
・参加人数：42組（160名）
・主な会員：杉下 茂、張本 勲、八木澤 荘六、初芝 清、鈴木 健 他 合計43名
・チャリティー基金：440,500円　・チャリティー先：東日本大震災復興事業

●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）天候：曇り
・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）
・参加人数：29組（110名）
・主な会員： 島田 誠、永射 保、定岡 智秋、池田 親興、吉永 幸一郎 他 合計15名
・チャリティー基金：146,600円　・チャリティー先：飯塚国際車いすテニス協会

●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）天候：晴れ
・会　　場： 愛岐カントリークラブ（岐阜県可児市大森1501）
・参加人数：27組（101名）
・主な会員： 藤波 行雄、宇野 勝、小松 辰雄、 

彦野 利勝、今中 慎二 他 合計24名
・チャリティー基金：396,500円
・チャリティー先： 可児市教育委員会、 

多治見市教育委員会

●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）天候：晴れ
・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）
・参加人数：28組（105名）
・主な会員：岡本 伊三美、土井 正博、小川 亨、眞弓 明信、福間 納 他 合計22名
・チャリティー基金：215,250円　・チャリティー先：大阪市教育委員会

●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）天候：晴れ
・会　　場：鷹の巣ゴルフクラブ（広島県廿日市市河津原137-2）
・参加人数：37組（148名）
・主な会員： 渡辺 弘基、白石 静生、外木場 義郎、

達川 光男、佐々岡 真司 他 合計25名
・チャリティー基金：250,000円
・チャリティー先： 広島双葉ライオンズクラブ

イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 06
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！！わかさスタジアム京都

阿見町総合運動
公園野球場

少年少女野球教室

東京ベースボールスクール
　高校進学後も硬式野球部に所属し真剣に野球に取り組む中学3年生

を対象とした本格的なベースボールスクールを本年も実施しています。

　本スクールは㈱ベースボールコミュニケーションズが主催するもの

で当会が講師派遣をするなど協力を行い本年度で6回目を迎えます。野

球技術だけでなく、栄養講座、メンタル講座なども併催しており、保護者

共々参加いただけるスクールです。2010年度本スクール卒業生の中に

は全国高校野球選手権大会に出場した選手もおり、今後の卒業生の活

躍を期待しています。

・日　　時： 2013年12月6日（金）～2014年2月21日（金） 

17：30～21：30　毎週金曜日、合計10回

・会　　場： 明治神宮室内球技場

（東京都新宿区）

・参加講師： 屋鋪 要、駒田 徳広、 

前田 幸長、内藤 尚行、

武野 顕吾

・参加人数：33名（中学3年生）

岡谷市営岡谷野球場

8



®

　普段は野球を通して活動しているOBクラブですが、12月23日（月・

祝）は芸能界や他スポーツ関係者の方々と一緒に募金活動に参加して

きました（主催：(公財)日本ユニセフ協会、場所：JR有楽町駅前広場）。 

参加者は八木澤 荘六さん（元ロッテ）、青島 健太さん（元ヤクルト）、 

駒田 徳広さん（元巨人）、鈴木 健さん（元西武）。

　世界では年間約310万人の子どもたちが栄養不足が原因で亡くなっ

ており、そのうちの45％が5歳未満で命を落としているそうです。これ

が世界の子どもたちを取り巻く現状です。

　日本で生活していると、その現状や世界の子どもたちの存在を遠く感

じます。しかし、今回募金活動に参加したOB、そしてこの報告を読んで

いただいているOBの皆さんには、日本だけでなく、世界の子どもたちを

対象に活動の場を拡げていただきたいと考えます。

　“エコボール活動”は、障害者の就労支援を目的として、京都のNPO

法人就労ネットうじ「みっくすはあつ」と京都の代表幹事・大門和彦さん

（元大洋）の試みにより開始されました。

　高校・大学野球部等から使い古してボロボロになった硬式ボールを

障害者が回収し、縫い直して、元の学校に納めます。

　ひと針ずつ丁寧に縫製したボールは、「道具を大事にすること」「障害

者との相互理解」など、生徒の情操教育にとても素晴らしい効果をもた

らすほか、障害者の「やりがい」を生み、直接手の届く事業所・学校との

交流を大切にすることで、「地域コミュニティの形成」にもつながってい

ます。

縫製したボールの報酬は、１個あたり50円。これが直接縫った方の報酬

です。

　京都のひとつの事業所から始まった取り組みは、今や全国に拡がり

をみせています。

　そして、この度当振興会がこの活動の「オフィシャル・サポーター」と

して参加させていただくことが決まりました。

　野球を愛する多くの方々がふれあい、絆を結ぶお手伝いをさせてい

ただければ嬉しいです！！

第35回 ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金キャンペーン

OBクラブ会員が3年連続参加

　11月25日（月）、三郷市立前間小学校で内藤尚行さん（元ヤクル

ト）による『夢・未来応援プロジェクト　ブルペン（夢プロ）』を開催

しました。夢プロは、小学校や中学校を対象に学校教育の職場訪問

学習の一環として、プロ野球ＯＢと触れ合う機会を提供しているＯＢ

クラブ主催の事業です。

　今回は前間小学校6年生43人のもとに内藤氏が訪問。自分がど

んな小学生だったのか。プロ野球選手になるまでの過程など、面白

おかしく生徒たちに話し、質問にも答えてくれました。

　開催後、学校には多くの保護者の方々より「子どもが帰宅後、学校

であったことをたくさん話してくれた」などの報告があったとのこ

とで、先生方も大変喜んでくれました。

内藤 尚行さんが

埼玉県三郷市立前間小学校へ訪問

夢・未来応援プロジェクト  ブルペン

　〜1球50円からのつながりと支援〜
エコボール活動

日本プロ野球OBクラブは、

を応援します！！
“エコボール活動”
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特別連載
Vol.19 1 9 3 4 年  日米 野 球 ユニホーム

　いまから 80 年前の 1934 年、日米野球に

ベーブ・ルースら大リーグ選抜チームが来日

しました。当時はまだ現在のようなプロ野球

は日本にはなく、大学 OB 等を集めた全日本

チームが組織され試合が行われました。

　写真の左は全日本チームの主将を務めた久

慈次郎氏（早大 OB・捕手、1959 年殿堂入

り）のユニホームで、左胸には全日本“ALL 

NIPPON”の頭文字である AN のロゴが縫い

付けられています。右は大リーグ選抜チーム

のレフティ・オドール氏（2002 年殿堂入り）

のユニホームで、左胸には丸型ワッペンが付

けられており、光沢のある刺繍で米国旗を図

案化したマークに“ALL AMERICANS”と入

れられています。両ユニホームとも当博物館

で収蔵しています。

　11 月 4 日、神宮球場での初戦は東京六大

学 OB 主体の東京倶楽部が対戦、5 日の第 2

戦以降は全日本チームが日本各地で対戦しま

したが、16 戦全敗と力の差を見せつけられま

す。ただ、11 月 20 日、静岡草薙球場では当

時 17 歳の沢村栄治投手が力投した 0 － 1 で

の敗戦等もあり、当時の大スターであるルー

スをはじめとする大リーグ選抜との対戦は各

地で大きな人気を集め、日本プロ野球誕生の

呼び水となりました。

　日米野球終了後の 12 月 26 日には、全日

本チームを中心として「大日本東京野球倶楽

部（現在の読売ジャイアンツ）」が結成されま

した。翌年 12 月には「大阪タイガース」が、

36 年に入ると「名古屋」、「東京セネタース」、

「阪急」、「大東京」、「名古屋金鯱」が次々に

誕生し、2 月 5 日、7 球団により日本職業野

球連盟が設立され、同年からプロ野球公式戦

がスタートしました。

公益財団法人 野球殿堂博物館野球体育博物館 改め

公益財団法人 野球殿堂博物館　学芸員　関口 貴広



〒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.60 プレゼント」係

ご希望の方は、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、ご希望のプレゼ
ント名（サインボールはOB名、ネックウォーマーはお好きな色）、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、2月28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

OB直筆サインボール 各1名様、 OBクラブロゴ入り
オリジナルネックウォーマー（非売品） 各1名様

高代 延博 さん

平野 謙 さん 赤 または 青八木澤 荘六 さん

田淵 幸一 さん阿波野 秀幸 さん

OBの直筆サインボール（各1名様）

ネックウォーマー（各1名様）

　私はサンフランシスコ・ジャイアンツでト

レーナーを経験後、長嶋監督時代に読売巨

人軍でトレーニングコーチとして活動してき

ました。当時担当したルーキーたち高橋由伸、

上原浩治、高橋尚成、阿部慎之助などが未だ

に現役を続けている姿を見る限り、正しいコ

ンディショニング方法は選手寿命を確実に

伸ばすということを実感しています。

　退団後は野球を離れ、五輪を翌年に控え

た2003年に特別講師として日本競輪学校

にてトレーニング部門を担当。代表チームは

2004年アテネ五輪の自転車チームスプリン

トで銀メダルを獲得しました。

　翌年2005年に東京・中野にて「佐伯鍼灸

室・SAEKI TRAINERS」を開院。以来6000人

を超える患者さんたちの治療に携わってい

ます。野球に特化した治療室ゆえに、治療内

容としては肩関節、ひじ関節に関わるものが

80％を超えます。プロ野球コーチ時代に痛

感したことが「教育の大切さ」です。今の時代

はオフに専属トレーナーをつけて、しっかり

と練習している光景が当たり前になってきま

したが、野球教室や治療を通じて、ジュニア

のうちから年齢や状況に応じたトレーニン

グ方法やリハビリ方法をしっかり伝えること。

それが技術に生かされ、選手として成長して

いく姿を見られるのはこの仕事の特権です。

　今後の展望としては、年齢を問わず、現在

故障で悩んでいる多くの方々に、そのケガは

治るものであるということ。そして「野球は生

涯スポーツ」であることを理解してもらえる

よう努力していきたいと思っています。

今回のOB

佐
さ え き

伯  勉
つとむ

1965年7月16日生（48歳）東京都出身日本体育大学 ➡ 米LAHC ➡ 米CSULB ➡ 
SFジャイアンツ ➡ 読売巨人軍佐伯鍼灸室・SAEKI TRAINERShttp://www.saekitrainers.com

野球は生涯スポーツ。
正しい知識を得て、野球肩・野球ひじを
克服しましょう！

ＯＢたちの

Next Professional Life

佐伯 勉さん

第６回

応 募 方 法
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・事・務・局・便・り・
　振興会事務所は７階建てのビルの２階に
あり、ワンフロアすべてが事務所スペースと
なっています（とはいっても約141㎡です
が・・・）。部屋は入口から順に、応接室・会議
室・事務スペース・倉庫となり、事務スペース
に10の事務机が所狭しと並び、当振興会職
員が業務に黙々と取り組んでいます（写真参
照）。その静寂を突然かき消す大きなダミ声
が・・・・果たしてその『声』の主は？
　既に会員の皆さまでご存じの方もおられ
るかと思いますが、昨年（2013年）10月１
日付で、当振興会の組織が変更となり、従来の
『総務部』『事業部』に加え、『渉外部』が新設
されました。昨年より、当振興会は日本野球

機構と日本プロ野球選手会と手を取り合って
『学生野球資格回復研修制度』という新しく
且つ大きな事業に取り組んでいます。この制
度の対象者の殆どは、当振興会の会員の皆さ
まです。画期的な事業を円滑にそして迅速に
行うためには、当振興会の今まで培ってきた
ノウハウが必要であり、会員の皆さまの相談
窓口とするために新設しました。同部の部長
であり前述の声の主は昨年２月入社の島田正
博さんです。島田さんは、西武ライオンズ全盛
期のマネージャーですので、皆さまご存知の
方が多いと思います。また、同部には総務部
兼務で加古明美さんがいます。彼女は、当振
興会がＯＢクラブ設立時代の職員で、一旦退

職しましたが、2009年10月にカムバックし
ました。部長とは全く異なり、美しい『声』の持
ち主ですよ(*^^)v。同部は今年度から実施さ
れる『ＮＰＢ養成講座』も受け持つことになり
ます。皆さまからのご要望・ご質問どんどんお
待ちしてます。
　次回は、事業部のメンバーをご紹介します。

Vol. 2

OB club
Newsletter

newsletter



写真提供＝ベースボール・マガジン社

追悼 「日本プロ野球OBクラブ」初代会長・川上哲治氏の死を悼んで

　プロ野球の草創期から巨人で活躍し「打

撃の神様」「赤バットの川上」と呼ばれ、巨

人の監督として9年連続の日本一という輝

かしい功績を残された川上哲治氏が、10

月28日老衰のため逝去されました。享年

93歳。

　卓越したバッティングで戦前・戦後の野

球ファンを魅了し、1961年（昭和36年）の

シーズンから監督に就任、1965年（昭和

40年）から９回連続「日本一」いわゆる「Ｖ

９」の偉業を成し遂げ、プロ野球隆盛の一

時代を築き上げ、同年に野球殿堂入り。55

歳で監督を退いた後は、野球教室を通じて

少年たちの技術指導にあたるなど、その生

涯を野球に捧げられました。

　 川 上 氏 は 、日 本プ ロ 野 球ＯＢクラブ

（1994年＝平成6年＝4月3日設立）の初

代会長を2年間務め、現在の（公社）全国野

球振興会の礎を築かれました。川上氏が蒔

いた「野球の種」が今日の野球界という“大

木”に育ちました。

　氏の名言は数々あり、「ボールが止まって

見えた」（1950年、多摩川グラウンドの打

撃練習で）、「日々是優勝」（Ｖ９を達成して）、

「九つほめて一つ注意」（少年野球での指

導の時に）、「野球が文化として認められた

ということでしょう」（野球界から初の文化

功労者に選ばれて）は、まさしく氏の歩んだ

球史を物語るものでしょう。

　在りし日の川上氏を偲び、謹んでご冥福

をお祈りいたします。

プロ野球草創期を牽引したそのバッ

ティングは、当時の学生たち誰もが憧

れたものでした。1958年（昭和33年）

に私がプロ入りして迎えた最初のシー

ズン、巨人は「三番・長嶋茂雄、四番・川

上哲治」、迎え撃つ中日は「三番・西沢道

夫、四番・森徹」というオーダーで対戦

し、みんなが憧れた「打撃の神様」と対

峙して試合に臨んだことが懐かしく、そ

して私の生涯の「勲章」でもあります。監

督としてプロ野球界を牽引し、メジャー

リーグの戦法を研究し、日本に新たな

戦術をもたらした先駆的な存在でもあ

りました。50代半ばで監督をお辞めに

なったのち、20年近くにわたって野球

の指導に当たってこられました。その

間、「日本プロ野球ＯＢクラブ」が設立さ

れ、それまであった「日本プロ野球ＯＢ会」

（会長・水原茂氏、副会長・青田昇氏＝

いずれも故人）をより発展させてプロ野

球出身者であれば、誰もが参画でき、野

球界の発展に寄与する組織としての基

礎づくりに尽力されました。謹んでご冥

福をお祈り申し上げます。

公益社団法人全国野球振興会

理事長　　森　　徹

　当振興会の前身「日本プロ野球ＯＢクラ

ブ」が誕生したのは、1994年（平成6年）4

月3日のこと。当日、東京・千代田区の九段

会館において、元プロ野球選手195名が設

立総会に出席。初代会長に川上哲治元巨人

監督を選出しました。

　同年1月17日に発起人準備会に40名

が参加して設立へ向けて準備が進み、全国

のＯＢに声をかけたところ、設立に選手、審

判、トレーナー経験者ら1218人が入会を

希望、この日の発足となりました。

　初代会長の川上氏は、総会において「野

球はプロ・アマを問わず曲がり角に来てい

る。少年野球チームがサッカーチームの３

分の1、あるいは５分の１と言われている。

いまこそ活動資金を自ら生み出しながら、

ボランティア精神を発揮し、球界の発展、国

際親善に尽くすときだ」と会員に呼びかけ

ました。

　活動計画の根幹は、①プロ・アマ講習の

促進②野球指導者の体系的研修制度の確

立③国際交流の促進などとすることも決

定。発足式には日本プロスポーツ協会、全

日本アマチュア野球連盟（当時）の関係者か

ら祝辞をいただき、日本野球機構の吉國一

郎コミッショナー（当時・故人）から「プロ野

球の人気低迷が言われている時期に、100

万の援軍を得た気持ちです。ともにプロス

ポーツの王道を歩んでいきましょう」との

メッセージをいただきました。

　設立へ向けた当時のＯＢ諸氏の熱意と決

意を改めて振り返り、初志を将来につなげ

ることが野球振興への原動力に他ならな

いでしょう。

哀悼の辞　

2014年４月３日　日本プロ野球ＯＢクラブは発足から　　　　　を迎えます。20周年
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活 動 報 告 会 員 情 報2013 年 10 月～ 12 月

■新入会員一覧 2013 年 12 月末日現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション
石橋 尚登 西　武 31 内野手
吉村 元富 南　海 51 外野手
髙橋 三千丈 中　日 57 投手
伏島 良平 巨　人 43 捕手、内野手
岡島 厚 ロッテ 52 捕手
宇佐美 康広 ヤクルト 38 捕手、内野手
小﨑 武司 近　鉄 46 捕手
井上 洋一 ヤクルト 64 内・外野手
吉村 健二 太平洋 63 内野手
佐藤 秀信 オリックス 46 内野手
萩原 誠 阪　神 40 内・外野手
前田 和之 オリックス 38 投手
木下 達生 中　日 26 投手
東瀬 耕太郎 横　浜 46 投手
中村 弘道 南　海 52 投手
安達 俊也 近　鉄 48 内野手
河井 昭時 広　島 64 外野手
養父 鉄 ダイエー 40 投手
川口 憲史 近　鉄 37 外・内野手
渡部 司 中　日 63 投手
平良 吉照 日本ハム 44 捕手
宮内 仁一 阪　神 46 外野手
西浦 敏弘 南　海 53 外野手
橘 健治 近　鉄 59 投手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年
栗本 光明 東　京 2013年６月１日 78 1936
倉島 今朝徳 国　鉄 2013年７月３日 73 1940
石井 晶 阪　急 2013年７月15日 73 1939
川上 哲治 巨　人 2013年10月28日 93 1920
干場 一夫 大　阪 2013年11月12日 89 1924
桝 重正 大　洋 2013年11月26日 82 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：2014年２月

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

10月

5日（土）東日本大震災復興支援活動2013
　～中学校応援プロジェクト
　　　　　（岩手・気仙地区）～

住田町運動公園など（岩手県住田町など）6日（日）
7日（月）

6日（日）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 大田スタジアム（東京都大田区）

6日（日）スポーツフェア オホーツク紋別球場（北海道紋別市）
6日（日）

日本プロ野球OBクラブ杯（佐賀） 中原球場ほか（佐賀県）12日（土）
13日（日）

14日（月・祝） 技術セミナー2013年度3期近畿地区 大阪国際交流センター（大阪府大阪市）
20日（日）スポーツフェア 小郡市野球場（福岡県小郡市）
26日（土）第10回みんなのスポーツフェスタ わかさスタジアム京都（京都府京都市）
27日（日）スポーツフェア 太田運動公園野球場（群馬県太田市）

28日（月）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コンペ 東松山カントリークラブ（埼玉県東松山市）

11月

2日（土）
日本プロ野球OBクラブ杯（群馬） 前橋市下増田運動野球場ほか（群馬県）

3日（日）
4日（月・祝） 元プロ野球選手技術指導講習会（兵庫・赤穂） 赤穂城南緑地公園野球場（兵庫県赤穂市）

9日（土）元プロ野球選手技術指導講習会
（兵庫・明石） 明石公園第一野球場（兵庫県明石市）

9日（土）
日本プロ野球OBクラブ杯（長崎） 長崎県営野球場ほか（長崎県）

10日（日）
9日（土）学生野球資格回復研修会（東京） 日体大世田谷校舎（東京都世田谷区）

10日（日）学生野球資格回復研修会（大阪） TKP大阪梅田ビジネスセンター（大阪府大阪市）
14日（木）四国アイランドリーグplusAWARD2013 国際ホテル松山（愛媛県松山市）
16日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（千葉） 松戸市立第一中学校ほか（千葉県）
16日（土）元プロ野球選手技術指導講習会

（宮城）
東北福祉大学室内練習場（宮城県仙台市）

17日（日） Kスタ宮城室内練習場（宮城県仙台市）

19日（火）香川オリーブガイナーズ
2013シーズン御礼報告会 高松国際ホテル（香川県高松市）

23日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（千葉） 松戸市立第一中学校ほか （千葉県）
23日（土）

日本プロ野球OBクラブ杯（鹿児島） 吉野中学校ほか（鹿児島県）
24日（日）
24日（日）スポーツフェア たつのこスタジアム（茨城県龍ヶ崎市）
25日（月）外木場 義郎 野球殿堂入りを祝う会 ANAクラウンプラザホテル広島（広島県広島市）
25日（月）夢・未来応援プロジェクト　ブルペン 三郷市立前間小学校（埼玉県三郷市）

26（火）第9期野球事業推進委員会
第6回全体会議 KFCホール（東京都墨田区）

27日（水）第5回財務委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）
27日（水）平成25年度第3回常務理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

28日（木）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 麻生飯塚ゴルフ倶楽部（福岡県嘉穂郡）

30日（土）
日本プロ野球OBクラブ杯（大分） 平成の森野球場ほか（大分県）

12月1日（日）
30日（土）

日本プロ野球OBクラブ杯（埼玉） 狭山市営上奥富運動公園野球場（埼玉県）
12月1日（日）

12月

3日（火）平成25年度
都道府県代表幹事会、感謝の集い 東京ドームホテル（東京都文京区）

4日（水）大野 豊さんの野球殿堂入りを祝う会 リーガロイヤルホテル広島（広島県広島市）
6日（金）東京ベースボールスクール（１回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

7日（土）トップアスリートスポーツ教室事業
少年少女野球教室 阿見町総合運動公園野球場（茨城県阿見町）

7日（土）岡谷市少年野球連盟少年少女野球教室 岡谷市営岡谷球場（長野県岡谷市）
7日（土）技術セミナー2013年度  Ⅳ期東海地区 名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）
7日（土）

日本プロ野球OBクラブ杯（熊本） 県民総合運動公園軟式野球場ほか
（熊本県）8日（日）

7日（土）
日本プロ野球OBクラブ杯（福岡） 雁の巣球場ホークス球場ほか（福岡県）

8日（日）
8日（日）日本プロ野球OBクラブ杯（千葉） 和名ヶ谷中学校（千葉県松戸市）

11日（水）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 愛岐カントリークラブ（岐阜県可児市）

13日（金）東京ベースボールスクール（2回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

13日（金）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 東条パインバレーゴルフクラブ（兵庫県加東市）

15日（日）トレカフェスタTOKYO 産業貿易センター浜松町館（東京都港区）
15日（日）元プロ野球選手技術指導講習会（宮崎） 西都原運動公園　屋内練習場（宮崎県西都市）

17日（火）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 鷹の巣ゴルフクラブ（広島県廿日市市）

20日（金）東京ベースボールスクール（3回目） 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

23日（月・祝） 近鉄ケーブルネットワーク㈱
少年少女野球教室 橿原運動公園硬式野球場（奈良県橿原市）

23日（月・祝） 第35回ユニセフ
ハンド・イン・ハンド募金中央大会 有楽町駅前広場（東京都千代田区）

ようこそＯＢクラブへ！

  川口 憲史さん
が入会しました

　週に一回、野球でお世話になった福岡県柳川市で恩師が開く

野球教室のお手伝いをしています。野球教室の生徒さんの中に

はキャッチボールをしたことが無く初めてボールを手にした子

たちもいます。この活動は「地域への恩返し」と「野球を好き

になって欲しい」という気持ちから始めたものです。先日参加

した学生野球資格回復研修会でも、懐かしい顔ぶれや大御所の

先輩たちと肩を並べて学びながら同じことを皆さんも感じてい

るのだなと思い、元プロ野球選手として「野球に関わっていた

い」「野球が好きだ」という気持ちと一生付き合っていくことに

なりそうです。東北楽天イーグルス優勝の際には、現地の皆さ

んからお祝いの電話をいただき、野球と人との繋がりの深さを

改めて感じました。ＯＢクラブでの活動でこのような繋がりや野

球への想いが大きく広げていけるように感じ、楽しみです。

◆川口 憲史プロフィール
1976年6月28日生まれ（37歳）
◦福岡県八女市出身　外・内野手
◦ 柳川高校 ➡ 近鉄バファローズ ➡ 東北楽天ゴールデン

イーグルス
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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!!


