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「9ちゃん」

「野球界への恩返し」 合言葉に

日本プロ野球ＯＢクラブ 20周年！
第20回ダイワハウス全国少年少女野球教室 全国47都道府県で開催！

100万人とキャッチボールを！
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新理事長就任のご挨拶Topics 01

追悼　森　徹 理事長 を偲んで

皆さまと力を合わせて全力投球
　プロ野球そして大学の先輩である森前理事長が
2014年２月６日に遠いところに急に旅立ってしま
いました。
　その訃報を受け、同月10日に臨時理事会の招集
があり、その席で理事の皆様から理事長に推薦さ
れ、同職を引き受けることになりました。
　私自身、当振興会の理事に2012年６月に就任し
たばかりであり、自分がこのような大役を賜わると
は全く思っておらず、その瞬間はまさに『青天の霹
靂』という気持ちでありました。
　森前理事長はそのバイタリティーあふれる行動
で、一般社団法人から公益社団法人への移行、プ
ロ野球経験者のアマチュア資格回復の実現等、一
大改革を見事に達成されました。
　また、経営難に喘いでいた当振興会の財政建て
直しを行う等、大きな功績を残された方であり、そ
の後任を引き受けたからには当振興会が今以上に
発展するよう、頑張ってまいります。
　私の夢は、当振興会の主事業である『青少年へ
の野球指導』を通じた『野球の振興』を日本国内の
みならず『アジア』そして『世界中』で実施することで
す。世界中に『野球』を拡げることが、オリンピックで
の正式な競技種目への道筋となるはずです。
　その為には、何が必要か？

　『指導者登録』や『ライセンス』がない指導者は、
海外での指導は出来ない。また、全日本の冠が付く
代表チームのスタッフの登録が出来ない等、当振興
会が今まで培ってきた『指導者認定事業』の意義と
将来的な展望が見えてきます。
　これを達成するには長い道のりになるでしょう
が、会員の皆さまと一致団結し頑張ってまいります。
　また、野球振興、野球人口増加に大きなウェイト
を持つ、幼児の指導も大切な分野であると感じてい
ます。
　この年代は、遊び感覚でボール・バットをさわり
『投げて』、『打って』そして『走って』、自分たちが身
体を動かし、ルールを作りそして野球が好きになる。
それを温かい眼で見ることも『指導』の一つであると
考えます。
　同時に、地上波でプロを含む野球中継が極端に
減った今、プロ野球をはじめ、他の野球団体には、
野球は『感動があり、素晴らしい』スポーツであると
いうことを、再認識してもらうエキサイティングな試
合を行ってもらいたいと考えます。
　最後になりますが、私は森前理事長のまだ果たす
ことの出来なかった夢を実現することが使命と思い
ますし、前述の私の夢が叶うよう皆さまと力を合わ
せて『全力投球』で挑んでまいります。

　森　徹（もり・とおる）
理事長が、2月6日（木）
午前8時52分、都内の
病院にて逝去しました。
享年78歳。故人の冥福
をお祈りし、ここに謹ん
でお知らせ致します。
　森氏は、1935（昭和

10）年、旧満州生まれ。早大学院高－早大を経
て1958（昭和33）年、中日に入団。新人だった
同年から3年連続でベストナインに選出。入団2
年目に中日の四番打者として本塁打、打点の2冠
王（球団史上初）。1962（昭和37）年に大洋（現・
横浜DeNA）－1966（昭和41）年に東京オリオ
ンズ（現・千葉ロッテ）に移籍し、1968（昭和43）
年シーズンで現役引退。
　現役引退後の1969（昭和44）年に、米国の富
豪が米国２大リーグに次ぐ、第３のリーグを目指
して、米国と中南米の４か国に日本を加えたチー

ムでグローバル・リーグを設立、これに日本から
東京ドラゴンズを結成し、監督として若手を率い
てかの地を転戦したことも。その後に野球解説者
として活動ののち、会社経営者として実業の世界
に活躍の場を持ったことも。
　当振興会には、前身の日本プロ野球OBクラブ
発足の1994（平成6）年から会員で、2001（平
成13）年3月に理事に就任。2005（平成17）年
4月から常務理事。2007（平成19）年4月から4
期にわたり副理事長を務めたのち、2011（平成
23）年5月から理事長。
　とくに指導者の資質向上に力を注ぎ、当振興
会の指導者養成・認定制度事業の拡充に努め、
これがひいてはアマ・プロ交流の促進、野球の振
興につながると唱えてきました。
　また、学生時代は柔道家としても名を轟かせ、
柔道六段として柔道の指導も行っていました。そ
のほか合気道、空手いずれも六段の段位を持つ
格闘家。柔道の指導も行うなど、格闘界とも広く

交流があり、昭和の名プロレスラー・力道山との
深い交友は有名。財団法人日本プロスポーツ協
会の理事も務めるなど、プロスポーツ全般の振
興活動にも力を注ぎました。アマ・プロの長い交
流のない時代のはじまりに中日の選手として在籍
し、時を経ること半世紀以上、プロ野球出身者の
アマチュア資格回復の実現を長年待ち続け、新
たな制度に基づいて、プロ野球OBによる学生野
球指導が、いよいよこの春から各地で広がりを見
せようとしていた
矢先の他界でした。
「プロ野球ＯＢが
縁の下の力持ちと
なって野球界を下
支えしなければな
らない」（森氏）。こ
の思いが体を突き
動かしてきた78年
の生涯でした。

八木澤 荘六（栃木県今市市出身）プロフィール
1944年 昭和19年 12月1日生まれ　69歳

作新学院高等学校―早稲田大学

1967年 昭和42年 東京オリオンズ（現・千葉ロッテ）入団

1979年 昭和54年 ロッテオリオンズ（現・千葉ロッテ）現役引退

1981年 昭和56年 西武ライオンズ　投手コーチ

1992年 平成４年 千葉ロッテマリーンズ　監督

1995年 平成7年 横浜ベイスターズ　投手コーチ

1996年 平成８年 フジテレビ、ニッポン放送　解説者

1997年 平成９年 読売ジャイアンツ　二軍投手コーチ

1999年 平成11年 阪神タイガース　投手コーチ

2002年 平成14年 ラジオ日本　解説者

2004年 平成16年 オリックスブルーウェーブ　投手コーチ

2005年 平成17年 四国アイランドリーグ　巡回コーチ

2006年 平成18年 社会人・東京ガス　投手コーチ

2008年 平成20年 東京ヤクルトスワローズ　二軍投手コーチ

2011年 平成23年 群馬ダイヤモンドペガサス　投手コーチ

2012年 平成24年 6月、理事に就任

●　�ポジション　投手（右投げ・右打ち）
●　�実働13年、試合394、71勝66敗、8セーブ、投球回1,200、
防御率3.32

●　�10月10日の対太平洋戦（宮城球場）でプロ野球史上13
人目の「完全試合」達成（1973年）

●　�勝率1位（1973年）

新理事長　八木澤 荘六　就任

■東京六大学
　・リーグ戦優勝：２回（昭和 30年、32年）
　・ベストナイン：４回
　・アジア選手権（マニラ）：優勝
■プロ野球
　・本塁打王、打点王
　・ベストナイン（３回）
　・オールスターゲーム出場（５回）
　・東西対抗、日米対抗、その他

賞

最優秀選手に選出された
（激励シリーズ）

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　八木澤 荘六
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平成26年６月24日（火）

ブロック長会議	 午	後
平成26年度定時総会

平成26年度事業計画＆定時総会のご案内Topics 02
公益社団法人全国野球振興会　平成26年度　事業計画書

H26年度収支予算

（期間：平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（単位：円）

《H26年度事業計画》※公益事業 種 別 概　要 H26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11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

[公1-3] BCC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／OB15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 11～2月／8会場／OB32人

[公1-5]
野球指導者養成・認定制度事業

自主事業 

①技術セミナー
　 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。
②学生野球資格回復研修制度関連事業
　 元プロの学生野球資格回復を目的とした研修会の開催及び、NPBによる
「プロ野球公認指導者講習会」の実施運営。

①セミナー5会場

② 資格回復研修会2回、 
NPB講習会2回

[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

通年／6回／OB6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／OB24人
芦別：8月／OB5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／OB6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／OB180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／15会場／OB44人

《H26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

公益目的事業会計 収益事業等会計 法人管理会計 合　計

経 常 収 益 計 127,699,870 130,243,100 14,647,600 272,590,570

経 常 費 用 計 166,386,485 62,852,837 29,653,266 258,892,588

経 常 増 減 額 -38,686,615 67,390,263 -15,005,666 13,697,982

他 会 計 振 替 33,406,504 -33,406,504

法 人 税 等 13,541,000 13,541,000

正味財産増減額 -5,280,111 20,442,759 -15,005,666 156,982

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

定時総会のご案内

会場 ： 東京都内

[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（年度終了後3ケ月

以内＝6月）となっております。

　各地区にてブロック会議を開催しました。

地域に根差した事業展開について

活発な話し合いが持たれました。

ブロック会議開催状況

近　畿

3 月 7 日

北海道東北

4 月 8 日

北信越・東海

4 月 9 日

中国四国

4 月 12 日

九　州

4 月 13 日

関　東

4 月 16 日
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日 本 プ ロ 野 球 Ｏ Ｂ ク ラ ブ 発 足  2 0 周 年 !Topics 03

日本プロ野球ＯＢクラブ　20周年
皆さまのお力添えをいただき当振興会は、日本プロ野球ＯＢクラブを発足して20周年を迎えました。「野球
界への恩返し」を合言葉に、アマチュア野球との交流、青少年健全育成、指導力向上、地域貢献活動、そし
て野球界の底辺拡大とこれからも野球の力を信じ活動してまいります。当振興会の活動に惜しみなく力を
発揮して全国に野球の素晴らしさを伝えていただいているＯＢ各位、そして多大なるご理解ご協力と、温か
いご声援をいただきます賛助会員各位、関係各位に心より御礼申し上げます。

OBクラブ 振興会
年　表

年目 年目

1994 平成6年 1 ー 4月3日　日本プロ野球OBクラブ設立　会長　川上 哲治　就任
47都道府県一斉開催を目指し「全国少年少女野球教室」スタート

1995 平成7年 2 ー 全日本野球会議への参加スタート
1996 平成8年 3 ー 1月20日　日本プロ野球OBクラブ　会長　大沢 啓二　就任

1998 平成10年 5 1
4月23日　社団法人全国野球振興会　文部省許可　理事長　大沢 啓二　就任
日本プロ野球ＯＢクラブ　会長　廣岡 達朗　就任
ＯＢ相互の指導向上を目的とした「技術セミナー」スタート

1999 平成11年 6 2 4月3日　ＯＢクラブ設立5周年
アマチュア指導者を対象とした「全国アマチュア野球指導者講習会」スタート

2002 平成14年 9 5 スポーツフェアへの参加スタート

2003 平成15年 10 6 3月22日　日本プロ野球OBクラブと一体化　理事長　大沢 啓二　就任
4月23日　社団設立５周年

2004 平成16年 11 7 4月3日　ＯＢクラブ設立10周年
2005 平成17年 12 8 高校球児、指導者への指導「元プロ野球選手技術指導講習会」スタート
2008 平成20年 15 11 4月23日　社団設立　10周年

2009 平成21年 16 12
4月1日　理事長　黒江 透修　就任
4月3日　ＯＢクラブ設立15周年
中学校野球を対象とした「日本プロ野球ＯＢクラブ杯」スタート

2011 平成23年 18 14 5月16日　理事長　森　徹　就任
指導者の養成と認定である「野球技術指導員登録制度」スタート

2012 平成24年 19 15 4月1日　公益社団法人認可　（内閣府）

2013 平成25年 20 16 4月23日　社団設立　15周年
学生野球資格回復研修制度スタート

2014 平成26年 21 17 2月12日　理事長　八木澤 荘六　就任
4月3日　OBクラブ設立20周年
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全 国 少 年 少 女 野 球 教 室  開 催 地 の お 知 ら せTopics 04
第20回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室開催！

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 知内町 知内町しおさい野球場 9：00～12：00 知内町スポーツセンター

2 青森県 八戸市 八戸シーガルスタジアム 13：00～16：00 小中学生のための硬式野球教室

3 岩手県 宮古市 健康増進施設　新里山村広場　野球場 9：00～12：00 財団法人 宮古市体育協会

4 秋田県 能代市 藤里町清水岱公園野球場 9：00～12：00 能代市野球協会

5 宮城県 石巻市 石巻市民球場 13：00～16：00 宮城県野球連盟 石巻ブロック

6 山形県 米沢市 八幡原緑地野球場 13：00～15：00 米沢地区野球連盟

7 福島県 郡山市 日和田球場 9：30～12：30 郡山市野球連盟

8 茨城県 牛久市 牛久運動公園野球場 9：00～12：00 牛久市野球連盟

9 栃木県 宇都宮市 宇都宮清原球場 13：00～16：00 宇都宮市教育委員会

10 群馬県 館林市 城沼野球場 13：00～15：00 館林市教育委員会　スポーツ振興課

11 埼玉県 上里町 忍保パブリック公園野球場 13：00～16：00 埼玉県野球部会 北部ブロック

12
東京都① 文京区 六義公園運動場 13：00～17：00 文京区少年軟式野球連盟
東京都② 墨田区 錦糸公園野球場 9：30～12：30 墨田区少年野球連盟

13 千葉県 調　整　中 千葉県少年野球連盟

14 神奈川県 座間市 座間市民球場 10：00～16：00 座間市野球協会学童部

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　生涯学習課　スポーツ振興担当

16 長野県 佐久市 浅科総合グラウンド 13：00～16：00 佐久市教育委員会　社会教育部　体育課

17 新潟県 長岡市 越路河川公園 9：00～12：00 長岡野球協会

18 静岡県 静岡市 静岡市営西ヶ谷野球場 13：00～16：00 静岡県野球連盟 静岡支部

19 愛知県 名古屋市 瑞穂運動公園野球場 13：00～15：30 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 伊賀市 上野運動公園野球場 9：00～12：00 伊賀市教育委員会　スポーツ振興課

22 富山県 南砺市 城南スタジアム 14：00～17：00 南砺市野球協会

23 石川県 宝達志水町 志雄運動公園 野球場 13：00～16：00 石川県学童野球連盟　羽咋支部

24 福井県 美浜町 美浜町総合運動公園野球場　体育館 13：00～16：00 福井県軟式野球連盟　美方支部

25 滋賀県 東近江市 湖東スタジアム 14：00～17：00 東近江軟式野球連盟

26 京都府 精華町 精華町立東光小学校 14：00～17：00 南京都少年野球連盟

27 奈良県 宇陀市 宇陀市総合運動場 13：00～16：00 宇陀市教育委員会　事務局　生涯学習課

28 和歌山県 有田市 箕島中学校　グラウンド 13：00～16：00 有田市教育委員会

29 大阪府 豊中市 豊島公園野球場（豊中ローズ球場） 13：00～16：00 豊中市教育委員会

30 兵庫県 明石市 明石海浜公園臨時野球場-西 13：00～16：00 明石軟式少年野球協会

31 鳥取県 鳥取市 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 安来市 安来運動公園野球場 13：00～16：30 安来市軟式野球連盟　学童部

33 岡山県 倉敷市 倉敷市立下津井中学校　グラウンド 9：00～13：00 児玉地区学童野球連盟

34 広島県 広島市 広島総合グラウンド　野球場 13：00～16：00 広島県軟式野球連盟

35 山口県 長門市 三隅総合運動公園 10：00～13：00 長門市教育委員会

36 香川県 土庄町 高見山多目的グラウンド 13：00～16：00 小豆郡学童軟式野球協会

37 徳島県 徳島市 徳島県鳴門総合運動公園野球場
（オロナミンC球場） 13：00～16：00 徳島県軟式野球連盟

38 高知県 安芸市 安芸市営球場 13：00～16：00 安芸地区中学校体育連盟軟式野球専門部

39 愛媛県 松山市 松山市立勝山中学校　運動場 13：00～16：00 松山市教育委員会

40 福岡県 小郡市 端間下水道グランド 13：30～16：00 小郡リトルシニア

41 佐賀県 伊万里市 伊万里市国見台野球場 9：00～12：00 伊万里市軟式野球連盟

42 長崎県 諫早市 諫早農業高校 13：00～16：00 諫早市学童軟式野球連盟

43 熊本県 熊本市 浜綿健康パーク 調整中 NPO法人 熊本県野球振興会

44 大分県 宇佐市 平成の森公園野球場 13：00～16：00 九州総合スポーツカレッジ

45 宮崎県 三股町 三股町旭ヶ丘運動公園野球場 13：00～16：00 三股町教育委員会

46 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島銀行グランド 9：00～13：00 鹿児島県中体連軟式野球

47 沖縄県 南城市 南城市営新開球場 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。 （4/15 現在）

　いよいよダイワハウス全国少年少女野球教室の開催が近づいてまいりました！

今年は第20回記念イベントと致しまして、各開催地で「キャッチボールリレー競

争」を行う予定です。各都道府県で１番になるのはどのチームでしょうか！

　OB講師の皆さまには、受講生にキャッチボールリレーのお手本を見せていた

だきたいと思っています。「プロ野球選手ってすごい！」というところを披露してい

ただけたら嬉しいです！

　今年もたくさんの野球少年少女にお会いできることを楽しみにしています！

５月11日（日）
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イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 05

　15年目となった『全国アマチュア野球指導者講習会』は2013年

度、右表の5会場で開催しました。

　本年度の新たな取り組みは、トレーニングやメンタルの講習内容

を追加したことです（これまで同様の会場もあり）。東海地区（三重

県）では佐伯　勉さん（元巨人）によるトレーニング講習、近畿地区

（和歌山県）では臨床心理士の武野 顕吾さん（元横浜）のメンタル

講習を開きました。

　今後も改善を続け、そして良い点は継続し、より良い事業にしてい

きたいと考えています。

　2013年度、最後の13会場目となる沖縄県大会を金武中学校（国

頭郡金武町）などで開催しました（2月22、23日、3月1日）。

　沖縄県大会は2011年度に続き、2度目の開催。名護市立久辺中学

校が１－０で本部町立本部中学校を破り、優勝旗を手にしました。

2013年度 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 ―

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後　援 ： 帝 京 大 学

 大 会 結 果
会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

沖 縄
（第3回）

2月22日、23日

3月１日
久 辺
中学校

本 部
中学校

国 頭
中学校

羽 地
中学校

沖縄県中学生野球大会

NO 地 区 開催地 ／ 開催日時 講　師

1 北海道

北海道石狩市
サン・ビレッジいしかり
2014年3月9日（日）
10：00～15：10

投手：大川　章
捕手：定詰 雅彦
守備：上川 誠二
打撃：小早川 毅彦
ナビゲーター：佐藤　洋

2 関　東

神奈川県横浜市
横浜スタジアム　屋内練習場
2014年3月23日（日）
10：00～15：10

投手：遠藤 一彦
捕手：醍醐 猛男
守備：仁志 敏久
打撃：広澤 克実

3 東　海

三重県鈴鹿市　
ホンダドリームスタジアム　
屋内練習場
2014年2月1日（土）10：00～15：10

投手：前田 幸長
捕手：定詰 雅彦
野手：仁志 敏久
トレーニング：佐伯　勉
ナビゲーター：佐藤　洋

4 近　畿

和歌山県和歌山市　
紀三井寺公園　野球場施設
2014年1月13日（月・祝）
10：00～15：10

投手：外木場 義郎
捕手：和田　徹
打撃：土井 正博
守備兼ナビゲーター：岡　義朗
臨床心理士：武野 顕吾

5 九　州

熊本県熊本市
ＰＢＡ（室内スポーツ施設）
2014年3月2日（日）
10：00～15：10

投手：小林 誠二
捕手：西山 秀二
守備：笘篠 賢治
打撃：山本 和範

指導者向け

　OBクラブが学校教育の一環として開催して

いる職場訪問『夢・未来応援プロジェクト ブル

ペン』。今回は野球殿堂博物館にご協力いただ

き、原　俊介さん（元巨人）が稲城市立稲城第五

中学校1年生6名に対して授業を行いました。

　今は夢が見つかっていないという生徒たちに

原さんは、先ずは身近で小さな目標を持ち、そ

こからスタートすることを提案。「今日がスター

ト。だから今日は俺の話を聞くだけじゃなくて、

みんなの決起集会だよ」と生徒に話しました。原

さんが伝えたかったこと。それは「目標を持つと、

行動や意識が変わる」ということです。

　6名は新学期を迎え、どんな2年生になってい

るのでしょうか？先生にうかがって、原さんに

報告しようと思います。

サインボール＆色紙を
手にみんなでピース!!

多くの資料が保管されている
野球殿堂博物館。生徒たちが
注目しているのは、原さんの
プロ初本塁打の記事です。

3月6日 会場：野球殿堂博物館
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● 義援金収支報告
2013年12月31日残額 ¥ 322,283

使途  10月5日～7日 東日本大震災復興支援活動2013

 ー中学校応援プロジェクト（岩手県気仙地区）ー ¥ 30,420

残額（3月31日現在） ¥ 291,863

※ 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。

東京ベースボールスクール
　第６回を迎えた本スクールも無

事終了し今回は33名が卒業しまし

た。

　年々卒業生の先輩からの紹介も

多くなり、今回の33名には卒業生

の後輩も多く参加いただきました。

　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スクールも定着し

てまいり、卒業生の中には2011年春、2012年夏の甲子園に出場した

選手もおります。

●第６回東京ベースボールスクール

・日時： 2013年12月7日（金）～2014年2月22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

・お問合せ： 株式会社ベースボールコミュニケーション 

TEL：03-6228-6760　URL：http://www.baseball-com.jp/

ベースボールサマーキャンプ
in 芦別

　今年で3年目を迎え

る北海道芦別市と共催

の「ベースボールキャン

プ」を夏休み期間中に大

自然の中の芦別市で下

記要項にて実施します。

　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、芦別市出身の高橋 慶彦さん（元広島、）足寄町出身の三

井 浩二さん（元西武）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。是非ともご参加ください。

・日時：2014年8月5日（火）～7日（木）2泊3日

・会場：芦別市民球場（北海道芦別市）

・指導講師： 高橋 慶彦、屋鋪　要、鈴木　健、三井 浩二、 
金村　曉

・主催：公益社団法人全国野球振興会、芦別市

・参加対象：全国の小学校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）

  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
保険料を含む

・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：木村 
〒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

 URL： http//www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/educ_
taikushinko/taiiku/ob-2012.html

　2013年度の最終会場として、2月1日（土）県立長田高等学校、2日

（日）県立尼崎小田高等学校で、両日『バッテリーの強化』をテーマに開

催されました。

　講師は投手担当の大石 清さん（元阪急）と山崎 慎太郎さん（元近

鉄）。捕手担当の堀場 秀孝さん（元巨人）、吉永 幸一郎さん（元ダイエ

ー）の4名。

　これで本年度の開催会場は3県6会場でした。各都道府県高野連から

の要請を受けて実現している事業ですが、2014年度も開催を予定して

います。引き続き、OBの皆さまにはご協力のほど、よろしくお願いします。

　1月20日（月）、埼玉県立川口特別支援学校に鈴木 健さん、古屋 剛さ

ん（ともに元西武）が訪問。生徒たちとティーボールのミニゲームを行

い、一緒に給食もいただきました。

　東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県内の少年野球チームの児

童を沖縄本島に招待し、２月７日から９日にかけて野球を通じた交流イ

ベントが実施されました。内閣府からの要請によりプロ野球ＯＢ１名を

派遣することとなり、訪問先の横浜DeNAのＯＢであり当振興会の野球

事業推進委員長の中塚 政幸さんが、現地に赴きました。

　「福島リトルリーグ」所属の小学４～６年生20人とともに、８日午前中

に宜野湾市立野球場で横浜DeNAのキャンプを実体験、午後は現地チ

ームとの交流試合も。翌９日には中

日のキャンプを見学するなど盛り

だくさん。「野球で笑顔を取り戻し

てほしい」（中塚さん）の気持ちが

参加児童に伝わった３日間でした。

参加者募集中！！

兵庫県神戸市 ＆ 尼崎市会場
元プロ野球選手による技術指導
講習会

ふれあいティーボール教室
埼玉県立川口特別支援学校

福島県・沖縄県野球交流に協力
東日本大震災復興支援活動の一環でOBを派遣

打ち方を指導する古屋さん 体を動かした後の給食は最高!!

7



学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度Topics 06

　　　開催時期：12月中旬（予定）

　　　 2日間（各日7時間程度）

　アマ研修会受講Step. 2

　学生野球資格回復には、NPB主催の「プロ研修会」と日本学生野球協会

主催の「アマ研修会」を受けなくてはなりません。

　研修会の修了証受領後、各自が「学生野球資格回復審査委員会」に「資格

回復届」を提出し、日本学生野球協会から承認されることで学生野球資格

の回復が実現します。

　2013年度からプロ・アマ双方の取り組みによる「学生野球資格回復研修制度」が始まり、元プロ野球関係者が 

学生野球（大学・高校）を指導する道が大きく開かれました。

　2014年度の実施予定は次号のOB NeWSで発表します。ここでは制度の概要を今一度ご紹介します。

　　　開催時期：11月下旬（予定）

　　　 1日間（5時間程度）

　プロ研修会受講Step. 1

学生野球資格回復研修制度

学生野球資格を回復された皆さんは、新しい歴史を切り開く 
パイオニアです。
プロアマ断絶の不幸な歴史が繰り返されることのないよう、 
元プロの私たち一人ひとりがモラルをもって指導にあたって
いきましょう！！

＝学生野球指導の心得＝
一、部活動は学校教育の一環であることを十分に理解すること

（ 指導にあたる際は、学校の教育方針に従い、必ず学校了解の
下に行わなくてはなりません）

一、現場指導者の立場を十分に尊重して指導にあたること

（ 日頃から生徒と接している指導者の方針に配慮した発言・指
導を心がけること）

一、指導者・選手の模範となる行動・言動・服装を心がけること

（ 指導現場での喫煙、華美またはだらしのない服装は控えましょ
う。指導現場ではプロ出身球団のユニフォームまたはロゴの
入ったウエア類を身に着けることができません。メーカーのロ
ゴマークが過大なものも控えてください。どのような服装がい
いか判断に迷うときは、指導に赴く学校に確認しましょう）

一、学生野球の理念を十分に理解し、過度な報酬を受け取らないこと

（ 指導したことによる対価は、指導地域の自治体が行う外部指
導員の額相当程度とのガイドラインが示されています）

〜 学生野球資格回復から学生指導までの道のり 〜

　学生野球適性審査申請

学生野球資格
回復審査委員会

学生野球資格回復

Step. 3

研 修
修了者

　学生野球指導登録届

全日本大学野球連盟
各都道府県高野連

Step. 4

資 格
回復者

《 公  　示 》　各連盟webサイトにて資格回復者の公示

《マッチング》　 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

★☆学生野球指導実現☆★

ATTENTION!!

　春のセンバツ大会の最中、日本高野連 

奥島 孝康 会長と当振興会理事長 八木澤 

荘六の対談が実現しました。

　八木澤理事長がこの度の学生野球資格

回復研修制度に係るプロアマの協力関係

について御礼のご挨拶を申し上げたとこ

ろ、奥島会長からは、「プロとアマの間に

壁があるのは野球だけ。プロと学生野球

とでこれからもいい関係を築いていきま

しょう」とのお言葉をいただきました。

TOPICS

（左：奥島会長、右：八木澤理事長）
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NPB 氏 名

青木 秀夫

青野 毅

赤嶺 賢勇

秋田 秀幸

阿久根 鋼吉

浅野 啓司

☆ 芦沢 真矢(優)

東瀬 耕太郎

足立 光宏

☆ 安達 俊也

天野 浩一

天野 勇剛

新井 昌則

新井 智

洗平 竜也

有田 修三

安藤 信二

飯尾 敬雄

飯田 宏行

☆ 飯田  雅司

飯田 幸夫

池上 誠一

☆ 池邉 巖

☆ 井坂 興

石井 裕

石井 雅博

☆ 石毛 宏典

石田 威仁

石橋 尚登

石橋 功行

市川 和正

井戸 伸年

伊藤 彰

伊東 昴

伊藤 博康

伊藤 文隆

伊藤 泰憲

稲川 誠

犬伏 稔昌

☆ 井上 紘一

☆ 井上 貴朗

☆ 井原 慎一朗

☆ 今井 圭吾

☆ 今井 茂

今井 譲二

☆ 今関 勝

伊代野 貴照

岩田 徹

☆ 牛田 成樹

内山 憲一

内山 雄介

☆ 江尻 亮

江藤 省三

☆ 江本 晃一

江本 祐人

遠田 誠治

遠藤 一彦

大石 滋昭

☆ 大石 弥太郎

大貝 恭史

大川 章

大城 祐二

大久保 計雄

大久保 勝也

大久保 秀昭

NPB 氏 名

大久保 学

☆ 大熊 忠義

大隅 正人

太田 浩喜

太田 貴世晴

大津 一洋

大西 宏明

大野 倫

大羽 進

大原 徹也

大宮 龍男

大矢 明彦

岡上 和典

岡田 展和

☆ 岡部 明一

岡村 浩二

岡本 健治

岡 幸俊

岡 義朗

☆ 小川 亨

☆ 小川 宗直

奥宮 種男

☆ 長田 博幸

☆ 小野 和幸

☆ 小野木 孝

☆ 香川 正人

梶本 達哉

春日 伸介

☆ 忰田 幸也

片岡 新之介

片岡 光宏

片瀬 清利

加藤 英夫

加藤 誉昭

歌藤 達夫

加藤 英司

金森 栄治

金田 義倫

鎌田 実

上川 誠二

上垣内 誠

上坂 太一郎

亀山 努

鴨川 清

河合 禮爾

川越 透

川﨑 泰央

川島 正幸

川口 憲史

☆ 川藤 龍之輔

川中 基嗣

河野 安彦

川畑 勇一

川村 正太郎

神田 直輝

☆ 神田 義英

北川 公一

☆ 北川 哲也

北村 俊介

☆ 木樽 正明

☆ 木下 達生

木俣 達彦

君波 隆祥

木村 悟

木村 孝

NPB 氏 名

楠城 徹

工藤 公康

國松 慶輝

倉田 誠

☆ 倉高 新治

栗岡 英智

黒江 透修

古池 拓一

☆ 小泉 泰重

☆ 鴻野 淳基

☆ 古賀 正明

小島 圭市

五島 長登志

小島 弘務

五島  裕二

後藤 将和

小西 秀朗

古葉 竹識

小橋 正佳

☆ 小早川 毅彦

☆ 小早川 幸二

小林 正之

小林 毅二

小原沢 重頼

駒田 徳広

小宮山 悟

小森 孝憲

齋藤 巧

齊藤 英雄

榊原 聡一郎

坂口 千仙

坂巻 豊

作田 栄和

☆ 佐久本 昌広

☆ 櫻井 憲

桜井 輝秀

迫丸 公勝

☆ 佐々木 恭介

佐々木 誠

佐藤 謙治

☆ 佐藤 洋

☆ 佐野 嘉幸

☆ 鮫島 康夫

☆ 塩津 義雄

☆ 芝池 博明

柴田 保光

柴原 浩

渋井 敬一

嶋田 信敏

☆ 島田 雄二

島田 一輝

清水 宏悦

☆ 下田 充利

順風 秀一

庄司 大介

定詰 雅彦

白石 静生

新谷 博

☆ 末次 利光

杉町 攻

杉山 直樹

杉山 茂

杉山 直久

☆ 鈴木 健

☆ 鈴木 伸良

NPB 氏 名

鈴木 平

鈴木 浩文

住友 健人

関本 四十四

☆ 千田 啓介

千藤 三樹男

☆ 副島 孔太

外木場 義郎

外山 雅則

染田 賢作

☆ 醍醐 猛男

代田 建紀

☆ 大門 和彦

平良 幸一

平良 吉照

高木 宣宏

高橋 顕法

高橋 一三

☆ 高橋 直樹

☆ 高橋 善正

高橋 浩司

☆ 高橋 智

高橋 里志

高橋 憲幸

高橋 雅裕

髙橋 慶彦

高柳 出己

田口 竜二

☆ 竹岡 和宏

竹清 剛治

竹下 哲史

竹之内 雅史 

☆ 竹之内 徹

竹村 一義

橘 健治

立花 龍司

田中 一徳

☆ 田中 充

田中 章

☆ 田中 祐貴

☆ 田中 幸雄

谷 良治

谷木 恭平

田野倉 利男

田村 勤

銚子 利夫

千代丸 亮彦

辻 恭彦

辻 武史

辻 俊哉

辻本 弘樹

土屋 弘光

筒井 孝

坪井 俊樹

出口 雄大

寺沢 高栄

寺田 祐也

土井 淳

☆ 土肥 義弘

遠山 奨志

徳武 定祐

得津 高宏

堂上 照

富岡 久貴

☆ 富山 大

NPB 氏 名

豊倉 孝治

中尾 明生

永尾 泰憲

☆ 中川 申也

中嶋 愛和

長瀬 正弘

☆ 中谷 仁

☆ 長田 昌浩

中田 良弘

中塚 政幸

☆ 中藤 義雄

☆ 長冨 浩志

中根 仁

中野 佐資

中ノ瀬 幸泰

中林 祐介

中原 勝利

中村 良二

中村 典夫

中村 真崇

中村 弘道

中山 俊之

成田 光弘

成本 年秀

新美 敏

仁志 敏久

西浦 敏弘

西岡 三四郎

☆ 西岡 洋

西尾 亨

西嶋 賢司

西島 貴之

☆ 西田 孝之

西村 英嗣

☆ 西村 基史

☆ 根本 学

根本 隆

野口 寿浩

野口 善男

野崎 進

☆ 野田 雲平

野田 浩司

野中 徹博

野々垣 武志

☆ 野林 大樹

野村 収

野村 弘樹

☆ 萩原 多賀彦

萩原 淳

萩原 誠

萩原 康弘

箱崎 正義

長谷川 勉

長谷川 尚生

濱嶋 清光

林 泰宏

原口 哲也

原 俊介

☆ 日笠 雅人

比嘉 良智

☆ 樋口 一紀

樋澤 良信

日野 茂

平下 晃司

☆ 平田 守

NPB 氏 名

平林 二郎

広澤 克実

☆ 広野 功

☆ 廣政 秀之

吹石  徳一

福井 努

福井 宏

福冨 邦夫

福留 宏紀

☆ 福間 納

藤井 翼

藤倉 多祐

藤崎 大輔

藤城 和明

藤田 宗一

藤田 平

藤波 行雄

藤野 正剛

藤本 博史

☆ 藤本 貴久

藤原 清景

藤原 満

☆ 伏島 良平

二村 忠美

古溝 克之

古屋 剛

☆ 坊西 浩嗣

法元 英明

保坂 英二

星野 秀孝

堀井 恒雄

☆ 堀場 秀孝

☆ 本郷 宏樹

☆ 本間 忠

前田 益穂

前田 和之

前田 健

前田 耕司

前田 康介

前田 幸長

益田 貢

☆ 松井 達徳

☆ 松岡 弘

松岡 功祐

松家 卓弘

松崎 秀昭

松沼 博久

☆ 松沼 雅之

松 修康

松本 元明

真鍋 安政

馬渕 隆雄

☆ 三浦 政基

☆ 三浦 正行

右田 一彦

☆ 三沢 淳

水口 栄二

水谷 宏

水沼 四郎

☆ 水野 達郎

三井 浩二

光原 逸裕

南渕 時高

☆ 南牟礼豊藏

南 竜次

NPB 氏 名

☆ 宮内 仁一

宮川 一彦

三宅 博

宮里 太

宮本 和知

宮本 洋二郎

麦倉 洋一

武藤 潤一郎

武藤 孝司

村岡 耕一

村上 雅則

☆ 村西 辰彦

村西 哲幸

☆ 元田 昌義

本村 信吾

☆ 本柳 和也

桃井 進

☆ 森 宝生

森 廣二

森田 丈武

☆ 森長 隆

☆ 森 博幸

森山 正義

☆ 八木澤 荘六

八木 茂

☆ 屋鋪 要

☆ 安田 泰一

安田 猛

安原 政俊

矢作 公一

山内 和宏

☆ 山内 英雄

山北 茂利

山越 吉洋

山﨑(寺村) 友和

山崎 慎太郎

山下 千春

山田 勉

山村 宏樹

山本 翔

山本 樹

☆ 山元 二三男

☆ 山本 和範

☆ 山本 晴三

行澤 久隆

横谷 彰将

吉井 理人

吉川 昌宏

吉田 篤史

吉田 好太

吉村 健二

吉村 元富

☆ 四條 稔

米崎 薫臣

☆ 若田部 健一

☆ 若林 憲一

☆ 若林 隆信

湧川 勉

☆ 若生 智男

和田 徹

渡辺 進

渡邉 泰輔

☆ 渡辺 孝博

渡辺 英昭

渡部 司

■ 2013年度学生野球資格回復者一覧　（2014.４.９現在）　＝50音順＝

※ NPB欄☆印＝NPBプロ野球公認指導者養成講習会修了者　455名
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※上記の日程は変更になる場合があります。

東京会場 大阪会場

【一日目】

教養

開催日 ： 2014年2月8日（土） 開催日 ： 2014年2月21日（金）

①「スポーツ指導者とは」

②「スポーツと法」（望月浩一郎/虎ノ門協同法律事務所）

③「スポーツと地域社会」（間野義之/早稲田大学）

【二日目】

教養

開催日 ： 2014年2月9日（日） 開催日 ： 2014年2月22日（土）

⑥「スポーツと栄養」（田口素子/早稲田大学、安達瑞保/日本体育大学）

⑦「野球におけるフィジカルコンディショニング」（広瀬統一/早稲田大学）

⑧「野球指導者に必要な医学」（馬見塚尚孝/筑波大学）

【三日目】

実技

開催日 ： 2014年2月10日（月） 開催日 :　2014年2月23日（日）

①「打撃編」（佐々木恭介）

②「内野手編」（石毛宏典）

③「外野手編」（平野 謙）

④「走塁・ﾊﾞﾝﾄ編」（平野 謙）

⑤「捕手編」（醍醐猛男）

⑥「投手編」（高橋善正）

①「打撃編」（小早川毅彦）

②「外野手編」（大熊忠義）

③「投手編」（高橋善正）

④「捕手編」（若菜嘉晴）

⑤「内野手編」（岡 義朗）

⑥「走塁・バント編」（岡 義朗）

N P B 公 認 指 導 者 養 成 制 度Topics 07

登録 No. 氏　名 代表出身球団
14-0213 山本　晴三 阪　神
14-0214 大貝　恭史 日本ハム
14-0215 石橋　尚登 広　島
14-0216 渡邉　泰輔 南　海
14-0217 高橋　三千丈 中　日
14-0218 天野　浩一 広　島
14-0219 柴田　佳主也 近　鉄
14-0220 木下　達生 中　日
14-0221 長谷川　勉 南　海
14-0222 井原　慎一朗 ヤクルト
14-0223 藤本　貴久 巨　人
14-0224 神田　義英 ロッテ
14-0225 川越　透 ダイエー
14-0226 大羽　進 広　島
14-0227 平良　幸一 西　武
14-0228 小早川　幸二 広　島
14-0229 乗替　寿好 西　鉄
14-0230 中田　良弘 阪　神
14-0231 安達　俊也 近　鉄
14-0232 高橋　直樹 巨　人
14-0233 木下　富雄 広　島
14-0234 岸川　雄二 西　武
14-0235 竹之内　徹 ロッテ
14-0236 吉川　昌宏 ヤクルト
14-0237 長冨　浩志 広　島
14-0238 佐々木　誠 ダイエー
14-0239 井手　峻 中　日
14-0240 竹岡　和宏 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
14-0241 片平　晋作 西　武
14-0242 西川　克弘 広　島
14-0243 金田　義倫 阪　急
14-0244 高橋　智 オリックス
14-0245 本間　忠 ヤクルト
14-0246 今井　圭吾 日本ハム

■ 野球技術指導員追加登録者（2014.1.1 ～ 2014.3.1）  NEW!!

■ 関東地区：5/31（土） 東京都内
■ 東海地区：7/20（日） 名古屋市内
■ 九州地区：7/27（日） 福岡市内
■ 近畿地区：9/6（土） 大阪市内
■ 関東地区：3月の土日祝日 未定

④「ジュニア期のスポーツ」（鳥居　俊/早稲田大学）

⑤「スポーツの心理」（田中ウルヴェ京/鹿屋体育大学客員教授）

⑨「野球におけるメディカルコンディショニング」（渡部賢一/東京ヤクルトスワローズ）

⑩「野球とドーピング防止」（富田一誠/昭和大学附属豊洲病院、増島　篤/東芝病院）

捕手編／市川 和正さん

Ⅴ期東海地区（3/1）
墨田区総合体育館

投 手 編 吉井 理人

捕 手 編 市川 和正

内 野 手 編 笘篠 賢治

外 野 手 編 庄司 智久

走塁・バント編 庄司 智久

打 撃 編 広澤 克実

　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」

も述べ205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

制度における当振興会の重責につながっています。

　技術セミナーを受講し、「野球技術指導員登録証」を取得した方は、

NPB公認「プロ野球公認指導者養成講習会」における「実技講習」の受

講が免除されます。

　講師も受講者も同じ元プロ野球選手です。ひとつの理論に華が咲き、

先輩・後輩の別なく活発なディスカッションが展開されるとても楽しい

勉強会です。ぜひ、お近くの会場に足を運んでみてください。

　学生野球資格回復研修制度がスタートし、元プロ野球選手の指導力向

上がますます求められるようになりました。

　そこで、日本野球機構（NPB）、日本プロ野球選手会、全国野球振興会が

協力して、プロ野球界としての「指導者養成制度」を確立する取り組みが

始められています。

　この度、初年度の「プロ野球公認指導者養成講習会」が開かれ、多くの元

プロ選手が参加。スポーツ科学の視点から構成された教養講座（2日間）

と、技術に関する実技講習（1日間）のカリキュラムを聴講しました。修了

者には、NPBから顔写真入の修了証が発行されるほか、日本高等学校野

球連盟、その他、関連団体が公示する資格回復者の一覧の中でも「NPB講

習会修了者」として他の資格回復者とは区別して表示されます。

OBクラブ野球指導者養成・認定制度事業《技術セミナー関東地区開催》

NPB公認指導者養成制度「プロ野球公認指導者養成講習会」

技 術 セ ミ ナ ーTopics 08

2014年度
開催予定
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特別連載
Vol.20 日本 職 業 野 球 連 盟  連 盟 旗

　前回ご紹介した1934年の日米野球をきっ

かけに、同年12月26日「大日本東京野球倶楽部

（現在の読売ジャイアンツ）」が結成、これが現

在の日本プロ野球史のスタートとされており、

2014年プロ野球は80周年を迎えました。

　1935年12月には「大阪タイガース（現在

の阪神タイガース）」が、36年に入ると「名古屋

（現在の中日ドラゴンズ）」、「東京セネタース」、

「阪急（現在のオリックス・バファローズ）」、「大

東京※」、「名古屋金鯱」が次々と誕生。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。

　写真は日本職業野球連盟の連盟旗です。当

時の連盟略称“NPBL”と球団数と同じ7つの輪

を組み合わせたマークとなっています。

　36年9～12月に全7球団で行われた「第2

回全日本野球選手権試合」が初のペナントレー

スとされ、巨人とタイガースが年度優勝決定戦

（洲崎球場 12月9～11日）を戦い、巨人が初

優勝。37、38年は春と秋の2シーズン制、39

年から1シーズン制となりました。球団数も増

え、37年春から「イーグルス」、38年秋から「南

海（現在の福岡ソフトバンクホークス）」が加盟

し、40年まで9球団で行われました。

　しかし、プロ野球も次第に戦争の影響を受

けるようになり、40年秋からは、英語の使用

禁止などの改革が行われ、また、選手の出征も

相次ぎチーム編成も厳しくなっていきます。そ

して球団数も44年には6球団へと減少、同年

シーズンを短縮して終了し、プロ野球はついに

一時休止となりました。

　終戦後の45年11月、プロ野球は「東西対抗

戦」を開催し復活。翌46年からは8球団により

ペナントレースが再開されました。

※「 大東京」は後継球団の松竹ロビンスが、1953
年に大洋ホエールズ（現在の横浜DeNAベイス
ターズ）と合併しており、DeNA球団の前身のひ
とつともいえる。「東京セネタース」、「名古屋金
鯱」、「イーグルス」は戦前に消滅した球団。

公益財団法人 野球殿堂博物館

公益財団法人 野球殿堂博物館　学芸員　関口 貴広

　私は、近鉄バファローズを3年で退団、そ

の後プロゴルファーに転向しアジアを中心に

トーナメント生活をおくって来ました。

　色んな国を回り感じた事は、施設利用に対

する日本との考え方の違いです。

　ゴルフコースのクラブハウスで例えますと、

日本はゴルフプレーヤーのためのクラブハウ

スで食事とコンペの表彰式くらいの利用です

が、海外の場合、クラブハウスでのパーティー、

誕生会、企業の事務所などの利用です。

　実に上手くクラブハウスを使っているなと

感心したしだいです。野球場も同じだと思い

ます。野球場、野球教室などの施設は夕方以

降の利用に集中し、その他の時間の利用につ

いては皆無に等しいと思います。

　野球施設を野球に限らず色んな分野に目

を向ける事が大事だと思い、数年前からグラ

ウンドゴルフの大会、高齢者の運動教室など

を開催しています。(野球場利用)

　私は昨年12月に運動特化型デイサービス

「あるく」を熊本県玉名市に社会福祉法人若

宮福祉会とのコラボでオープン致しました。

通常のデイサービスとは違いマシンを使用せ

ず、 2本のポールを使いバランス運動を目的

としたデイサービスです。

　この事業も野球場、野球施設利用を目的と

した事業です。すでに自治体からの依頼も増

えています。最大のメリットはポールさえあれ

ば、どこでもいつからでも始められる事です。

これからの私の目標は野球施設、運動施設な

どの指定管理を受けプロ野球選手の第二の

人生のお手伝いが出来ればと思っています。

野球場、野球施設利用について

ＯＢたちの

Next Professional Life

村上 良次さん

第７回

今回のOB

村
む ら か み

上  良
り ょ う じ

次
1960年3月26日生（53歳）熊本県出身　投手
東海大附属第二高校 ➡ 近鉄バファローズ

「鎮魂の碑」

東京ドーム選手駐車場入口の手前に
ある「鎮魂の碑」には、この戦争で命を
落とされたプロ野球人、約70名の方々
のお名前が刻まれています。 21ゲート
隣の野球殿堂博物館とともにぜひ一
度お立ち寄りください。
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　２月10日（月）11日（火）に執り行われた

森前理事長の通夜・告別式には、数多くの

会員の皆さまのご会葬、供花等を賜り誠に

ありがとうございました。両日とも寒い日

でありましたが、無事にお見送りをするこ

とが出来ました。

　また２月10日、臨時理事会が開催され

八木澤 荘六理事が満場一致で理事長に推

挙されました。同氏のモットー「全力投球」

を事務局でも率先し実行していきます。よ

ろしくお願いいたします。

　さて、今回は当振興会の『事業部』の紹介

です。この部署は『全国少年野球教室』をは

じめとする当振興会の『公益事業』の殆ど

を管轄しています。

　業務内容はプロ野球の球団の部署名で

言えば、各球団で名称は多少異なると思い

ますが『管理・運営部』『営業部』『興行部』

等、複数の部署にまたがる業務をこの一つ

の部署が行っています。

　とりわけＯＢ会員の皆さまと接すること

が多い部署ですので、守備範囲の広さが

目立つ４名で現在、業務を切り盛りしてい

ます。今年で20周年を迎える全国少年少

女野球教室、全国アマチュア野球指導者講

習会、スポーツフェア等へ派遣する講師の

人選、移動の手配と旅費精算等、球団でいう

「フロント」が行う業務。

　また講師の皆さんが円滑な講習・指導

が出来るように『ビジネスマネージャー』や

『用具係』と、この世界で言う『裏方』的な

業務もこなしています。

　スタッフは、広瀬 明佳さん、川﨑 佳奈子

さん、ベテランの砂原 元さん。

　そして、部をまとめるのが昨年10月に

総務部長から事業部へ移動した吉川 浩事

務局次長兼事業部長です。

　この号が発行される頃は、20周年を迎

える当振興会の目玉事業『全国少年少女野

球教室』が間近です。この事業はこの部署

の一大イベントです。会員の皆さんのご理

解ご協力を賜り、盛り上げていきましょう。

Vol. 3

OB club
Newsletter

・事・務・局・便・り・
newsletter

〒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.61 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、5月31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）

伊原 春樹さん

八木澤×外木場さん 福間 納さん 木樽 正明さん

吉田 勝豊さん 達川 光男さん

OBの直筆サインボール（各1名様）

応 募 方 法

●第21回 関東地区　2014年11月中旬～下旬
●第15回 九州地区　2014年11月中旬～下旬
●第3回 東海地区　2014年12月上旬～中旬
●第9回 関西地区　2014年12月上旬～中旬
●第3回 中国・四国地区　2014年12月上旬～中旬

　当振興会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

も以下の会場にて実施致します。

　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活動及び地元ライオンズクラ

ブを通じて社会貢献活動実施の為に活用させていただきます。

　開催場所、期日につきましては次回号にて発表させていただきます。

　また、会員、賛助会員様には決定次第ご案内をお送りさせていた

だきます。 ご友人、お知り合いの方をお誘いいただき、是非ともご

参加の程宜しくお願い致します。

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！！

　2014年度シーズンも会員の皆さまに巨人戦チケットの優先販売

を受け付けております。ご希望の方は、試合日・対戦カード・席種・枚

数をご確認の上、事務局（03-3626-8911）までお問い合わせくださ

い。一般発売日の1か月前より受け付けいたします。

● 席種及び料金　指定席S  6,100円　指定席A  5,300円

※上記以外の席種の取り扱いはございません。
※塁側の指定はできません。
※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。
※優先販売をいたしますが、チケットの確保をお約束できない場合がございます。
※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
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日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

1月

10（金）

日本プロ野球ＯＢクラブ
東京ベースボールスクール

神宮室内練習場（東京都新宿区）
17（金）

24（金）

31日（金）

13日（月・祝）全国アマチュア野球指導者講習会（近畿）
紀三井寺公園　野球場施設

（和歌山県和歌山市）

18日（土）
全日本野球協会・日本野球機構主催
野球指導者講習会

幕張メッセ（千葉県千葉市）

18日（土）
キャッチボールのできる公園づくり
熱田神宮公園キャッチボール教室

熱田神宮公園 競技場
（愛知県名古屋市）

19日（日）行方ふれあい野球教室
なめがたリトルシニア
ホームグラウンド（茨城県行方市）

20日（月）特別支援学校訪問
県立川口特別支援学校

（埼玉県川口市）

21日（火）伊予銀行　講演会
ホテルグランフォーレ

（愛媛県四国中央市）

2月

1日（土）元プロ野球選手技術指導講習会（神戸） 県立長田高校（兵庫県神戸市）

1日（土）全国アマチュア野球指導者講習会（東海）
ホンダアクティブランド
室内野球練習場（三重県鈴鹿市）

2日（土）元プロ野球選手技術指導講習会（尼崎） 県立尼崎小田高校（兵庫県尼崎市）

7日（金）
日本プロ野球ＯＢクラブ
東京ベースボールスクール

神宮室内練習場（東京都新宿区）14日（金）

21日（金）

7日（金）

福島県・沖縄県野球交流会
宜野湾市立野球場ほか

（沖縄県宜野湾市）
8日（土）

9日（日）

10日（月）第3回（臨時）理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

18（火）第6回財務委員会 KFCホール（東京都墨田区）

22（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（沖縄） 金城中学校など（沖縄県国頭郡）

23（日）

3月

1日（土）日本プロ野球ＯＢクラブ杯（沖縄） 金城中学校（沖縄県国頭郡）

１日（土）
野球指導者養成・認定制度事業
Ⅴ期関東地区技術セミナー

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

2日（日）全国アマチュア野球指導者講習会（九州） ＰＢＡ（熊本県熊本市）

2日（日）九州スポーツカレッジ　卒業式
九州総合スポーツカレッジ

（大分県宇佐市）

5日（水）
野球事業推進委員会
全国少年少女野球教室　講師配置検討

事務局　会議室（東京都墨田区）

6日（木）夢・未来応援プロジェクト　ブルペン 野球殿堂博物館（東京都文京区）

7日（水）近畿地区ブロック会議
グランキューブ大阪 

（大阪府大阪市）

9日（日）全国アマチュア野球指導者講習会（北海道）
サン・ビレッジ　いしかり

（北海道石狩市）

10日（月）
内外情勢調査会　西武支部　
懇談会　講演会

中野サンプラザ（東京都中野区）

11日（火）財務委員会第7回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

12日（水）野球事業推進委員会第7回　全体会議 ＫＦＣ（東京都墨田区）

13日（木）常務理事会 ＫＦＣ（東京都墨田区）

23日（日）全国アマチュア野球指導者講習会（関東） 横浜スタジアム（神奈川県横浜市）

24日（月）
香川オリーブガイナーズ　
2014シーズン決起集会

JRホテルクレメント高松
（香川県高松市）

ようこそＯＢクラブへ！
飯田 哲也さんが入会しました

全国の球児に継続的な指導をしていくには

　引退後、力を入れていきたいのは現場で少年少女を指導して

いる指導者の皆さんをサポートすること。球児たちへの野球教

室は一日で終わってしまいますが、指導者の皆さんへプロ野球

で培ったものを伝えていくことは、球児たちへの継続的な指導

となり、日本野球のレベルアップの要となります。ＯＢクラブが

実施している全国アマチュア野球指導者講習会のように、多く

の指導者の皆さんへ講習会を行いたいと思っています。また、

子どもたちに伝えたいことは、夢を体感することの大切さです。

例えば、テレビでの野球観戦も良いですが、野球選手を目指す

なら、球場へ是非来てほしい。球場の空気や声援、なによりも

感動が違います。夢をリアルに体感することが、夢実現の大き

な力になると思っています。子どもたちの夢実現へのサポート

役としてもＯＢクラブで活動できればと考えています。

◆飯田 哲也プロフィール

1968年5月18日生まれ（45歳）
◦東京都調布市出身　捕・内・外野手
◦ 拓殖大学紅陵高校➡ヤクルトスワローズ➡東北楽天ゴール

デンイーグルス
◦盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞7回、JA全農Go・
Go賞2回、日本シリーズ優秀選手賞2回、ゴールデンスピリッ
ト賞、1,500試合出場、1,000本安打、オールスター2回出場

■新入会員一覧 2014 年 3 月末日現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション

杉山 茂 巨　人 63 捕手
飯田 哲也 ヤクルト 45 捕手・内野手・外野手
弓岡 敬二郎 オリックス 55 内野手
山下 慶徳 ヤクルト 67 外野手
山田 秋親 ソフトバンク 35 投手
藤田 太陽 阪　神 34 投手
竹口 幸紀 日本ハム 58 投手
中島 裕司 近　鉄 53 内野手
辻本 弘樹 中　日 44 投手
野林 大樹 ヤクルト 44 内野手
日笠 雅人 中　日 43 投手
中谷 仁 阪　神 34 捕手
長田 昌浩 巨　人 29 内野手
覚前 昌也 近　鉄 32 外野手
仲澤 忠厚 ソフトバンク 31 内野手
朝井 秀樹 楽　天 30 投手
川中 基嗣 巨　人 40 内野手
池田 宇隆 ロッテ 40 捕手
羽田 耕一 近　鉄 60 内野手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

内藤 博文 近　鉄 2013年４月29日 82 1931
金村 勝利 西　鉄 2013年12月23日 69 1945
種田 訓久 東　映 2014年１月14日 82 1931
坂崎 一彦 東　映 2014年１月28日 76 1938
森　徹 中　日 2014年２月６日 78 1935

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。
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■ エルセ商品のご案内

■⼀般住宅⽤エルセ S-05型

■エルセシャワーヘッド
SH-01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

公益社団法人

全国野球振興会(日本プロ野球ＯＢクラブ)公式推奨商品！

繊維芽細胞による実験 ※繊維芽細胞／皮膚を生み出す元になる細胞

エルセ の 『抗酸化作用』 とは？

【実験データ解説】
■左の図の①は普通の⽔(未処理の純⽔)にて培養した
繊維芽細胞の細胞数。
③はエルセ⽔(セラミックス処理をした純⽔)にて
培養した繊維芽細胞の細胞数。

⇒ 細胞増殖率に約20%の差！
■①，③にそれぞれ酸化ストレス(過酸化⽔素⽔)を
与え、24時間経過したものが②，④。
②のように、普通の⽔で培養した細胞はほぼ死滅
してしまったのに対し、エルセ⽔にて培養した
細胞は⼤半が⽣存している。(④)
⇒ エルセの⽔には

酸化を抑制する⼒(抗酸化⼒)がある！

■エルセで処理することで⽔の抗酸化⼒が向上し、細胞への酸化ストレスが抑制された研究データが、
宮崎⼤学医学部との共同研究により、第83回⽇本⽣理学会で発表されました。

エルセの抗酸化水をお試しください!

これ⼀台で
家中の⽔が
抗酸化⽔に！

中⾝の交換や
メンテナンス
⼀切不要！

取り付け簡単
エルセのシャワー

お子様の水筒や
マイボトルに

■エルセの実

※抗酸化⼒＝酸化を抑制する⼒。


