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「9ちゃん」

第20回ダイワハウス全国少年少女野球教室
全国47都道府県で一斉開催！

100万人と
 キャッチボールを！
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第20回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室
を開催しました!!プロ野球OBが 全国9,854人のこどもたちを

石巻市の方がステキな電光掲示板
を作ってくださいました

メイン会場の宮城県石巻市。受講
者とOBで記念撮影

八木澤理事長も投手を指導
しました

宮城県出身 中根 仁さんの
バッティング指導

　５月11日（日）、全国47都道府県48会場

で第20回ダイワハウス全国少年少女野球

教室を開催しました。

　本教室は、1995年から「100万人と

キャッチボールを！」を、テーマとして掲

げ、野球を通じてのスポーツの普及・振興

及び青少年の健全育成、体力増進を目指

し、開催しております。大和ハウス工業株

式会社様の特別協賛を得て、北は北海道知内町から南は沖縄県南城市ま

で全国で9,854人の子どもたちが参加、400名のプロ野球OBが指導にあ

たりました。

　日本の将来を担う子どもたちが、本教室をきっかけに野球をさらに好き

になり、心身ともに健やかに成長することを私たちOB一同は心から願っ

ています。

　本教室開催にあたり、並々ならぬご尽力をいただきました大和ハウス工

業株式会社様をはじめとする協賛企業、関係機関の皆様に、深く感謝申し

上げます。
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第20回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室
を開催しました!!全国9,854人のこどもたちを 直接指導

元セ・リーグ審判の篠宮 愼一さん
による審判講習会

キャッチボールリレー競争優勝
チームにリストバンドをプレゼント

キャッチボールリレー競争を
行いました！

宮城県出身 金村 曉さんの
ピッチング指導

「100万人とキャッチボールを！」
　今年度は第20回の節目となる年。

　2012年の福島、2013年の岩手に続き、今年

は東日本大震災の被災地である宮城県石巻市が

メイン会場となり、300名の小中学生と、16名の

OBが集まりました。

　MCの青島 健太さんが楽しくOBの紹介をして

くださり、開会式からとても良い雰囲気ではじま

りました。東日本大震災からの復旧工事で新しく

生まれ変わったとてもきれいな石巻市民球場で、

晴天のもと、参加者のみなさんはOBとたくさん野

球を楽しみました。ブルペンや会議室では、審判

OBによる審判講習会も行われ、大盛況！時間が足

りないくらいでした。

　さらに思い出に残る教室にしたいと願い、今

年は通常の野球教室に加え、「キャッチボールリ

レー競争」を行いました。各参加チームから代

表者９名をあらかじめ選抜していただき、７～

８チームずつ３回に分けて競争をしました。元

気いっぱいで勢いではどこにも負けないような

チームもあれば、十分な対策をたててゲームに臨

むチームもあり、各チームそれぞれの良さが出て

いたように感じました。

　１位になったチームはOB選抜と対決です。OB

選抜は、現役引退から数年しか経っていない38

歳の金村 曉さんから、77歳の若生 智男さんま

で、幅広い年齢層。対戦する中学生チームは負け

たくない！と相当な気合いの入りようでした。競争

はかなりの接戦でしたが、僅差で中学生チームが

勝利！OBチームはヘトヘトでした。

　メイン会場だけでなく、全国の会場で楽しい野

球教室が行われたことと思います。たくさんの野

球少年少女にとって、忘れられない1日になって

いたら嬉しいです。

　第20回の開催を終え、参加児童ののべ人数は

227,382名となりました。事業のキャッチフレー

ズである「100万人とキャッチボールを！」に、ま

た1歩前進です。100万人まではあと772,618

名。まだまだ遠く及びませんが、これからも当振興

会は野球少年・少女の夢を応援していきます。

宮城県石巻市メイン会場レポート
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　2014年６月24日の当振興会第10期総会にて理事
に選任、同日行われた理事会において、引き続き理事
長を拝命することになりました。
　２月10日に急遽理事長に推薦され、同職を引き受
け総会までの約４ヶ月の間、見習いという認識で、各ブ
ロックを訪れ都道府県代表幹事の皆さんの「生の声」
を直に聞くことが出来ました。
　また、専門委員会では委員の方々の「熱い意見」を賜
わり、当振興会を今まで以上に「風通し」の良い組織に
しなければと、気持ちを新たにしております。
　今後とも宜しくお願いいたします。
　昨年実施の「アマチュア指導資格回復」を一つの例
として野球界にビッグウェーブがおき、当振興会を取
り巻く環境が大きく変化し、注目される存在になってい

ることは、会員の皆さまがご周知と思います。
　その効果でしょうか。本年第20回を迎えた「全国少
年少女野球教室」へのOB会員各位の参加者が最多と
なる400名となりました。
　さて当振興会は、平成24年度60,462千円、25年度
は74,678千円の利益を計上することが出来ました。
　この２年間は、プロ野球界でいうと勝率５割を大きく
越えた成績を残すことが出来たということです。
　常に優勝を狙える優秀な戦力を森前理事長から今
期から私が受け継いだ訳です。
　現在の戦力を土台に、将来の当振興会の有るべき姿
を描くという大事な時期に理事長職を賜わったことは
光栄でもあり、プレッシャーもあります。
　当振興会が今迄以上に発展するためには「プロ野球

という世界で同じ釜の飯を食べた」「プロ野球のチーム
のユニフォームに袖を通した」者同志、腹を割って話せ
る組織にすることが肝要と思っています。
　私も「全力投球」で臨みますので、会員の皆さまの今
迄以上のご支援・ご協力を
お願いいたします。

■ 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12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：11,116人（小学１年生～中学３年生）
派遣会員：385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～３月
実施会場：  ５ブロック５会場（ 北海道地区/石狩市、関東地

区/横浜市、東海地区/鈴鹿
市、近畿地区/和歌山市、九
州地区/熊本市）

参加者数： アマチュア野球指導者216人 
（ 北海道地区/35人、関東地区/20人、東海地

区/96人、近畿地区/53人、九州地区/12人）
派遣会員：24人（各会場４～５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18日（土）・19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：15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： ３県７日間（ 宮城県、兵庫県、宮崎県）
参加対象：高校野球指導者及び選手
派遣会員：28人

〔公1.5〕　野球指導者養成・認定制度事業（自主事業）
①技術セミナーの開催（自主事業）
　実施期間：６月～３月
　実施会場： ５会場（ 関東地区：東京都・北区、東京都・墨

田区、近畿地区：大阪市、東海地区：
名古屋市、九州地区：福岡市）

　参加会員： 当法人所属の正会員167人
　指導員登録証取得者総数：246人
　派遣会員：30人
　助 成 金：スポーツ振興くじ助成金
②学生野球資格回復研修制度に係る関連事業の開催　
　（共同事業）

〔学生野球資格回復研修制度プロ側研修会〕
　実施期間：11月
　実施会場： ２会場（東京都・世田谷区、大阪市）
　参加者数：プロ野球出身者491人

〔プロ野球公認指導者養成講習会〕
　実施時期：２月

　実施会場：２会場（東京都・新宿区、大阪市、西宮市）
　参加者数：学生野球資格回復者123人

〔プロアマ協議会〕
　構成団体： 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 
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

〔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（東京都・新宿区）
参加対象：中学３年生33人
派遣会員：５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：11月25日（月）、３月６日（木）
　会　　場：三郷市立前間小学校、野球殿堂博物館
　受 入 校：２校（ 三郷市立前間小学校６年生43人、 

稲城市立稲城第五中学校１年生６人）
　派遣会員：２名
②障害者スポーツ教室（受託事業）
　開 催 日：６月22日（土）、１月20日（月）
　開催会場： ２回（ さいたま市、川口市）
　派遣会員：４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：10月５日（土）、６日（日）、７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

〔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21日（水）
　会　　場：西武ドーム（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：４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（月祝）
　会　　場：有楽町駅前広場（中央区）
　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：22人

②サマーキャンプ事業in芦別（自主事業）
　開 催 日：７月31日（水）～８月２日（金）２泊３日
　会　　場：芦別市民球場（芦別市）
　参加対象：小学３～６年生106人
　派遣会員：４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：７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： 11会場（ 上市町、由利本荘市、五島市、井原

市、宮津市、本宮市、紋別市、小郡市、
銚子市、太田市、龍ケ崎市）

派遣会員：189人
〔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： 13大会（ 岩手県、鳥取県、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、群馬県、埼玉県、沖縄県）

参加校数：204校
派遣会員：33人

〔収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、当法人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28日（月）、11月28日（木）、12月11日

（水）、12月13日（金）、12月17日（火）
　会 場 数： ５回（ 関東地区/東松山市、九州地区/嘉穂郡

桂川町、東海地区/可児市、近畿地区/
加東市、中国四国地区/廿日市市）

②感謝の集い
　開 催 日：12月３日（火）
　会　　場：東京ドームホテル（文京区）

公益社団法人全国野球振興会

ご挨拶

平成26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、

第３号議案が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26年６月24日（火）13：00～14：09
2.　 会　場： KFC Hall&Rooms 国際ファッションセンター 10F 

「101.102.103」　　（東京都墨田区横網１-６-１）
3.　 議決権総数1,479
4.　 出席正会員数914名 

内　訳(正会員本人出席40名、委任状出席874名）
5.　 報告事項　　● 監査報告　● 平成25年度事業報告
6.　 議　案 

■第１号議案　平成25年度決算承認の件　　◇承認可決 
■第２号議案　理事20名の選任に関する件　◇承認可決 
■第３号議案　監事３名の選任に関する件　  ◇承認可決

公益社団法人全国野球振興会　平成25年度　　事 業 報 告 　　（期間：平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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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ブロック長会議
　６月24日午前10時30分より、国際ファッションセン
ター会議室「107」において、平成26年度のブロック長会
議を開催しました。
　全国８ブロック（ブロック長は10名）を統括するブロッ
ク長による会議は、昨年度に引き続き総会と同日に開催さ
れ、担当役員、野球事業推進委員会委員長を含め14名が
出席しました。
　平成26年度がスタートして約３か月、これを踏まえ、全
国的な取り組みで行う事業についての説明、意見交換を行
いました。主な報告事項とテーマについては以下の通り。

　①　 第20回ダイワハウス全国少年少女野球教室（成果報
告と課題点の把握）

　②　 全国アマチュア野球指導者講習会（当年度開催について）
　③　  野球指導者養成・認定制度事業（プロアマ協議会との連携）
　④　  日本プロ野球OBクラブ杯（開催予定と周知事項）
　⑤　  新規事業への取り組み
　⑥　  第10期都道府県代表幹事および代表幹事会開催に

関する件
　⑦　 平成26年度チャリティーゴルフコンペ、都道府県代

表幹事会の開催日程

　全国少年少女野球教室で導入した「キャッチボールリ
レー」について、各地区での試行錯誤が報告されましたが、
受入機関との事前の打ち合わせを行うなどして、円滑に
進められ、何よりも参加児童と関係者が大いに盛り上がっ
たとの意見が多数あり、今後の定番にしていこうとの意見
や、賞品個数の再考を求める意見がありました。その一方
で技術指導時間の減少を危惧する意見もあり、今後の課題
として検討していくことになります。
　なお、都道府県代表幹事の任期は、当振興会の理事・監
事の改選期と同期になりますが、第10期理事・監事のもと
で組織される専門委員会（野球事業推進委員会）の検討、
理事会承認を経て、第10期の都道府県代表幹事の任期が
始まります。ただし、後任者が就任するまでは、これまでの
代表幹事がその任にあたることとなっています。
　なお、同日開催された第２回理事会において、平成26年
度都道府県代表幹事会は、以下の日程で開催されることに
なりましたのでお知らせします。

平成26年度　都道府県代表幹事会
　●日　時：　2014年12月２日（火）　15:00～
　●会　場：　東京ドームホテル（東京都文京区後楽）
　各ブロック長、代表幹事には改めて通知をもってお知
らせします。

資　産　の　部
科　　目 当年度 前年度 増  減

流動資産 150,085,406 115,471,068 34,614,338
現 金 預 金 115,134,082 107,026,942 8,107,140
未 収 金 34,207,706 7,399,559 26,808,147
前 払 金 496,448 783,837 -287,389
貯 蔵 品 247,170 225,330 21,840
立 替 金 0 35,400 -35,400

固定資産 53,384,022 23,916,329 29,467,693
基本財産 20,000,000 20,000,000 0

定 期 預 金 20,000,000 20,000,000 0
特定資産 30,844,334 1,211,359 29,632,975

保 険 積 立 金 3,386,216 1,211,359 2,174,857
指導者認定事業積立金 27,458,118 0 27,458,118

その他固定資産 2,539,688 2,704,970 -165,282
建 物 付 属 設 備 709,128 886,410 -177,282
電 話 加 入 権 378,560 378,560 0
保 証 金 1,452,000 1,440,000 12,000
資産合計 203,469,428 139,387,397 64,082,031

負　債　の　部
科　　目 当年度 前年度 増  減

流動負債 35,303,289 29,613,203 5,690,086
未 払 金 4,272,847 2,322,787 1,950,060
前 受 金 10,220,000 10,100,000 120,000
講 師 預 り 金 125,881 67,084 58,797
預 り 金 493,361 527,732 -34,371
未 払 法 人 税 等 16,677,600 14,014,600 2,663,000
未 払 消 費 税 等 3,513,600 2,581,000 932,600

固定負債 1,844,800 1,452,900 391,900
退 職 給 付 引 当 金 1,844,800 1,452,900 391,900

　  負債合計 37,148,089 31,066,103 6,081,986
正　味　財　産　の　部

指定正味財産 0 0 0
一般正味財産 166,321,339 108,321,294 58,000,045

（うち基本財産への充当額） 20,000,000 20,000,000 0
（うち特定資産への充当額） 28,999,534 0 28,999,534

正味財産合計 166,321,339 108,321,294 58,000,045
負債及び正味財産合計 203,469,428 139,387,397 64,082,031

（単位：円）

（任期：平成26年６月24日～平成27年度の事業報告を行う総会終結時まで）

　定時総会において新役員（理事20名、監事３名）が選任され、総会後の理事会におい
て役職が決定いたしました。

貸 借 対 照 表

公益社団法人全国野球振興会　第10期役員名簿

平成26年３月31日現在

理　　事 現  職／出身球団名
1 理 事 長 八木澤 荘六 代表出身球団　ロッテ　

2 副理事長 清覚　秀雄
（株）エージーシー　代表取締役社長　
（株）エーコ―商会　代表取締役

3 副理事長 三浦　政基
学校法人吉用学園 専門学校九州総合スポーツカレッジ　学校長
代表出身球団　日本ハム　

4 専務理事 横山 健一郎 レジアスインパクト㈱　代表取締役
5 常務理事 上田　二朗 野球評論家　　代表出身球団　阪神
6 常務理事 定永　昭紀 （株）エス・アール・ピー　代表取締役
7 常務理事 醍醐　猛男 代表出身球団　ロッテ　

8 理　事 池田　哲雄
（株）ベースボール・マガジン社　代表取締役社長　
（公財）池田記念スポーツ文化財団　理事長

9 理　事 木村　竹志
（株）ヘルサー　代表取締役　
NPO法人和歌山野球振興協会・夢クラブ　理事長　
代表出身球団　西武　

10 理　事 五月女　豊
（有）ユタカインシュアランス　代表取締役
代表出身球団　大洋

11 理　事 坂巻　豊 （株）アイビイ　取締役会長　　代表出身球団　サンケイ　
12 理　事 高橋　善正 野球評論家　代表出身球団　東映

13 理　事 髙村　義明
大和小田急建設（株）　顧問　
大和ハウスライフサポート（株）　非常勤取締役

14 理　事
田中　
ウルヴェ京

（株）ポリゴン　代表取締役　鹿屋体育大学客員教授　
（公財）笹川スポーツ財団　理事

15 理　事 玉利　齊 （公財）日本健康スポーツ連盟　理事長
16 理　事 鶴岡　秀樹 ミズノ（株）　常務取締役
17 理　事 松本　匡史 野球評論家　代表出身球団　巨人　

18 理　事 水嶋　昭彦
メディカルネットサービス（株）　代表取締役社長　
学校法人国際学園　理事長

（公財）日本スポーツ連盟　副理事長
19 理　事 村尾　忠孝 （株）シグマイン　代表取締役会長

20 理　事 吉村　正
早稲田大学　教授
NPO法人日本ティーボール協会　理事長

（公財）日本リトルリーグ野球協会　評議員

監　　事 現  職／出身球団名
1 監　事 金井　義家 金井公認会計士・税理士事務所　公認会計士・税理士

2 監　事 緋本　祥男
（株）中部衛生検査センター　相談役
代表出身球団　広島

3 監　事 森　宝生 （株）ヒーローズ　代表取締役社長　　代表出身球団　西武
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開催時期： 12月13日（土）・14日(日）東京 
12月20日（土）・21日（日）大阪

● ２日間（各日７時間程度）

学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度Topics 03

学生側研修会受講Step. 2

　学生野球資格回復には、NPB主催の「プロ側研修会」と日本学生野

球協会主催の「学生側研修会」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。

※NPB、プロ野球選手会、当振興会が共同で実施する元プロのための講習会修了者

[お詫び]　 前号のOB News61号の中において、吉川 昌宏さんの欄に本講習会
修了を示す「☆」印が抜けておりました。お詫びして訂正申し上げます。

〔本制度に関するお問合せ先〕
 全国野球振興会（日本プロ野球OBクラブ）TEL：03-3626-8911

　2013年度からプロと学生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年度の実施予定は以下のとおりです。学生野球の指導を目指す方は、ぜひふるってご参加下さい。受付開始

は９月16日（火）からです。

開催時期： 11月29日（土）大阪 
11月30日（日）東京

● 1日間（5時間程度）

プロ側研修会受講Step. 1

2014年度学生野球資格回復研修制度実施予定

〜 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☆★

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）

ATTENTION!!

認定 No. 認定日 氏　名 最終球団
436 2014. ４. ８ 亀山　　努 阪　神
437 2014. ４. ８ 洗平　竜也 中　日
438 2014. ４. ８ 犬伏　稔昌 西　武
439 2014. ４. ８ 牛田　茂樹 横　浜
440 2014. ４. ８ 小森　孝憲 ヤクルト
441 2014. ４. ８ 柴原　　浩 ロッテ
442 2014. ４. ８ 平良　吉照 日本ハム
443 2014. ４. ８ 髙橋　憲幸 中　日
444 2014. ４. ８ 中根　　仁 横　浜
445 2014. ４. ８ 福留　宏紀 オリックス
446 2014. ４. ８ 天野　勇剛 ロッテ
447 2014. ４. ８ 伊東　昂大 広　島
448 2014. ４. ８ 井上　紘一 広　島
449 2014. ４. ８ 大城　祐二 ソフトバンク
450 2014. ４. ８ 岡上　和典 広　島
451 2014. ４. ８ 川口　憲史 楽　天
452 2014. ４. ８ 北川　公一 近　鉄
453 2014. ４. ８ 外山　雅則 阪　神
454 2014. ４. ８ 中村　弘道 中　日
455 2014. ４. ８ 箱崎　正義 南　海
456 2014. ５.29 三浦　広之 阪　急
457 2014. ６. ９ 野村　ダン ヤクルト
458 2014. ７. ２ 川口　寛人 巨　人

修了 No. 認定日 氏　名 代表出身球団
N14-0103 2014. ３.31 吉川　昌宏 ヤクルト
N14-0118 2014. ６. １ 寺沢　高栄 ロッテ

■ 学生野球資格適性追加認定者  NEW!!

■ NPBプロ野球公認指導者養成講習会修了者 NEW!!

受付開始
9月16日（火）
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技 術 セ ミ ナ ーTopics 04

※当振興会が実施するOB相互の勉強会「技術セミナー」修了者

■ 全国野球振興会公認野球技術指導員  NEW!!

■ 学生野球指導活動状況一覧（高校）

内野手編／宮本 慎也さん

Ⅰ 期関東地区
（5/31）

外 野 手 編 山崎 隆造

走塁・バント編 山崎 隆造

打 撃 編 谷澤 健一

捕 手 編 辻　恭彦

投 手 編 小野 和幸

内 野 手 編 宮本 慎也

　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211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ているとても楽

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。

※出身校以外での指導が決定した方 （々7/2現在）

（OB会員のみ掲載）

OBクラブ野球指導者養成・認定制度事業
《2014年度技術セミナー関東地区開催!!》

■ 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：9/７（日） 大阪市内

■ 関東地区：３月の土日祝日 東京都内

2014年度
開催予定

指導員 No. 認定日 氏　名 代表出身球団
14-0247 2014. ４. １ 法元　英明 中　日
14-0248 2014. ４. １ 木田　勇 日本ハム
14-0249 2014. ４. １ 富山　大 阪　急
14-0250 2014. ６. １ 根本　隆 西　武
14-0251 2014. ６. １ 大沢　勉 日本ハム
14-0252 2014. ６. １ 髙木　由一 横　浜
14-0253 2014. ６. １ 高橋　清 巨　人
14-0254 2014. ６. １ 野口　勝治 巨　人
14-0255 2014. ６. １ 内山　憲一 ヤクルト
14-0256 2014. ６. １ 伏島　良平 巨人
14-0257 2014. ６. １ 宇佐美　康広 ヤクルト
14-0258 2014. ６. １ 日笠　雅人 中　日
14-0259 2014. ６. １ 辻　武史 ソフトバンク
14-0260 2014. ６. １ 和田　孝志 ロッテ

スポーツ振興くじ助成事業

－高校野球指導者としての道－

石川 賢さん（埼玉平成高校野球部・監督）“人間力を育む”
　高校野球の指導に立って１年。埼玉平成

高校野球部監督の石川 賢さんは、「人間力

を育むこと」を最も大事なテーマに掲げて

いる。

　2013年７月29日、元プロ野球選手が学

生野球を指導するための規則（学生野球憲

章）が大幅に緩和され、当時教壇に立って

いた石川さんと三浦 貴さん（現浦和学院

教諭・元巨人）が憲章改定後の学生野球資

格回復者第1号になった。教職に就いて1

年半、従前の憲章で定められていた資格回

復要件である教諭経験2年到達を目前に

控えてのことだった。

　毎日７時半に登校して生徒と一緒にグ

ラウンド整備と校内の清掃を行う。野球の

技術指導以前に教育の現場に携わる者と

しての重責が大きい。就任当初、グラウン

ドには「目指せ！甲子園！」のスローガンが

あった。「目標が遠いな…」そう感じて、看

板を「人間力」に付け替えた。「学校の規律

を守ること」「道具を大事にすること」「“人

間”がしっかりしてこそ野球がうまくな

る」。その信念で接し、徐々に生徒たちの姿

勢が変わってくるのを実感した。

　「外部指導者は、野球だけ教えに行って

いるという意識では、学校と指導者との間

に溝ができて障害になる。元プロは技術

をもっていると思うので、大事なのは、生

徒たちにどれだけ熱く接して、熱く教えら

れるか。野球だけがんばるではダメ。生徒

たちは勉強もがんばらなくては。学校側の

ことを十分理解し、教育に重点をおいた指

導を…」と後に続く元プロの資格回復者へ

メッセージを送る。

　石川さんは、今、初めての熱い夏を迎え、埼

玉県予選大会でベスト16まで駒を進めた。

2014.7.23

PROFILE 　石川　賢（いしかわ・まさる）　1960年、山梨県出身。 投手。

1982年日本大学から1位指名でロッテに入団。 ’84年最高勝率（15勝4敗）のタイトル獲得。
その後、大洋、日本ハムに移籍し’93年退団。

Interview
監　督 都道府県

八木　茂 秋田県
金森　栄治 石川県

コーチ 都道府県
遠田　誠治 北海道
小島　弘務 茨城県
水谷　宏 大阪府
奥宮　種男 福岡県
塩津　義雄 大分県

非常勤 都道府県
松岡　弘 北海道
萩原　多賀彦 山形県
宮川　一彦 茨城県
松本　元明 東京都
広野　功 新潟県
田村　勤 石川県・静岡県
上垣内　誠 広島県
池上　誠一 兵庫県
小泉　泰重 千葉県
三井　浩二 北海道
北川　哲也 千葉県
中田　良弘 兵庫県
安田　猛 東京都
藤本　貴久 兵庫県
古賀　正明 高知県
外木場　義郎 広島県
千藤　三樹男 千葉県
石毛　宏典 千葉県
定詰　雅彦 千葉県
伊藤　博康 福島県
長谷川　勉 奈良県
山崎　慎太郎 奈良県
湧川　勉 静岡県
渡部　司 愛知県
鈴木　平 静岡県
下田　充利 滋賀県
山内　和宏 山形県
中谷　仁 高知県
中野　佐資 栃木県
高橋　慶彦 青森県・福島県
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【今後の予定】 佐賀８/23、24、宮崎８/30、31開催予定

会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

岩 手
（第３回）

4月26日
27日 滝沢南 赤 崎 一関東

高田東
茨 城

（第１回）
5月10日

17日 千代川 高 萩 勝田一
都 和

鳥 取
（第４回）

5月24日
25日 河 北 境 二 岸 本

桜ヶ丘

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後　援 ： 帝 京 大 学　

本年度、最初の開催会場は岩手県で、滝沢村立滝沢南中学校が優勝。

初開催となった茨城県大会は下妻市立千代川中学校が初代王者に輝き、

第４回大会の鳥取県会場は、倉吉市立河北中学校が優勝しました。

４・5月開催報告

大 会 結 果

さいたま市障害者スポーツ教室 （野球競技）
　６月21日（土）浦和総合運動公園硬式球場にて、さいたま市主

催の障害者スポーツ教室が開催され、鈴木 健さんと古屋 剛さん

（ともに元西武）が講師として参加しました。

　開始２時間前に会場へ到着する参加者がいるなど、毎年この教

室を楽しみにしている方々がいます。そして講師もその気持ちに

応えようと、参加者の名前を覚える努力をしてくれました。

　今後は健常者だけでなく、障害者に対しても野球やスポーツの

楽しさを伝える活動を拡げていきたいと考えています。

浦和総合運動公園硬式球場

申 込 学 校 公 募 の お 知 ら せ

イ ベ ン ト レ ポ ー ト

Topics 05

Topics 06

夢・未来応援プロジェクト  ブルペン

昨年度、三郷市立前間小学校（埼玉県）を訪問した
内藤 尚行さん（元ヤクルト）

　小、中学生の職場訪問学習の一環として

『夢・未来応援プロジェクト　ブルペン』

を開催します。2014年度は昨年度に続き、

申込み者を学校単位で公募中です（７/24

現在、先着４校募集中）。

　お近くの小学校および中学校関係者様

にお声掛けください。

※ 事業の詳細、募集要項はホームページをご覧
ください。 
旅行会社や旅行代理店、個人からの応募、お問
合せはお断りしています。

小学校や中学校を対象に
生徒たちの職場訪問の場として
プロ野球OB選手と触れ合う機会を提供します!!

先着４校
受付中!!
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講演会
　クリナップ株式会社（本

社：東京都）お取引会社の経

営者を対象とした講演会を

下記２会場で開催を致しま

した。

　企業経営者にむけて組織

づくり、人づくりをテーマに

野球経験を生かしながらの

約90分の講演会でした。

● 講師：八木澤 荘六

　野球技術だけでなく、集団生活による団体生活ルールの学習、礼儀作

法の修得も目的とした合宿形式の「ベースボールサマーキャンプ」は北

海道内外から昨年を上回る119名の小学４年から６年生が集まり、下

記内容にて芦別市と共催する

事となりました。

　本事業は、本年度３回目を迎

え、スポーツ振興くじ助成金を

受けて実施しています。
● 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

スポーツフェア　―ドリームベースボール―

日　時 会　場
2014年5月15日（木） ホテル　テラスザガーデン水戸（水戸市）

2014年5月27日（火） 京成ホテル　ミラマーレ（千葉市）

２会場で開催！！

　本年度もスポーツフェアが全国11会場で開催される運び

となりました。

　開催にご尽力いただいております全ての関係者の方々に、

深く感謝申し上げます。

　１会場目は、三重県伊勢市で行われました。梅雨空が続いて

おり、天気が心配されましたが、当日は１万人を超えるたくさ

んの観客の方々が観に来てくださいました。

　９：30から約400名の参加者全員が一斉に受講する走塁

指導のあと、11：30まで投手・捕手・野手の各守備と打撃のそ

れぞれ23ヵ所に分かれて野球教室を行いました。

　12：30からは伊勢市選抜の軟式野球チームとのドリーム

ゲームが行われました。元プロ野球選手、負けるわけにはい

きません。全力で向かってくる伊勢市選抜チームの皆様に負

けないよう、ドリームチームも本気で戦いました。伊勢市選抜

チームにホームランが飛び出すなど、接戦となりましたが、４

対２で勝利することができました。

　イベントが終わり、球場を出る際には、たくさんの歓声と拍

手をいただきました。ここで野球ができてよかったと、心から

思う瞬間です。伊勢市の皆様、関係者の皆様、本当にありがと

うございました。

　８月以降もドリームチームは全国各地に伺う予定です。皆

様に楽しんでいただけるよう、ドリームチーム一同全力で頑

張っていく所存です。開催地の皆様、待っててくださいね！そ

してお近くにお住まいの方は会場に足を運んでいただけたら

嬉しいです。

全国11会場で開催！！

ベースボールサマー
キャンプ in 芦別 スポーツ振興くじ助成事業

イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 06

9



イ ベ ン ト レ ポ ー トTopics 06

　バットを振る、ボールを投げる……昭和生まれの幼少時代には、

ごく当たり前の日常の光景。それがいま……。まずは、経験してもら

うことが大切だと、近畿地区ブロック会議で提案された幼少児を対

象とした巡回野球指導教室の骨子がこのほど固まり、平成26年度

の取り組みとして実施されることとなりました。

　各府県の代表幹事が推進役となり、幼稚園・保育園と連携し、訪問

指導会を開催する事業です。OB１、２名が講師となって、幼児用の

ティーボール用具を用いて、60～90分間指導するもので、転がし

たボールを捕って投げる、ボールをバットで打つという野球の基本

動作を教え、後半にはミニゲームも行うという内容です。

　本事業を提唱、推進する木村 竹志理事・和歌山県代表幹事が、す

でに幼稚園などでの指導実績に基づいてカリキュラムを作成、６月

12日（木）、大阪市内において近畿地区ブロック代表幹事による説

明会を開き、内容が披露されました。

　本年度は事業化へのトライアルと位置づけ、実施状況を取りまと

める一方、活動資金調達も含めて将来像を模索していきます。

　本格的な取り組みは、今夏以降。実施リポートについて

は、以降の本誌でもお伝えしていきたいと思います。
ティーコーンを使って多くの子どもたちに野球を楽しむ機会を！

（写真はイメージです）

近畿キッズ野球近畿地区２府４県で新たな取り組み

幼稚園・保育園での指導を開始

新規事業リポート

トレカフェスタ！  TOKYO
　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会場

でトークショー、サイン会及び撮影会が行わ

れ、理事長 八木澤 荘六が出演しました。

　ステージ上では、監督及びコーチ時代のエ

ピソードなど普段聞けない話と完全試合の

３つの奇跡のサプライズトークもあり盛り上

がった講演会となりました。また、会場では当

振興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。

2014  SUMMER

● 日　　時 ：  2014年７月20日（日）13：30～15：00
● 会　　場 ：　 東京都立産業貿易センター浜松町館３階 

（東京都港区）
● 参加講師 ： 八木澤 荘六

　小中学生野球チームの指導者、保護者を対象としたセミナー『野球力

指導アカデミー』（主催・ベースボール・ラボ＝㈱エフ・クレスト、協力／

監修・㈱電通スポーツ局ほか）が、7月16日（水）、17日（木）の２日間、

㈱電通本社（東京・汐留）において開講され、当振興会から野村 弘樹さん

（元・横浜ベイスターズ）が講師として参加しました。

　このセミナーは、平日は仕事に従事し、休日に小中学生に野球を指導

している指導者に配慮して、平日の午後6時半から３限（３時間5分）の

講習を行うもので、1日目は、慶應義塾大学・布施 努氏（応用スポーツ心

理博士）、筑波大学・川村 卓氏（体育専門学群准教授）によるコーチング

理論の講義が行われ、２日目に野村さんによる「投手の成長を促すピッ

チング理論」の講義などがありました。

　野村氏から自身の小中学生時代を振り返って野球に関わった姿勢、

考え方をはじめ、小中学生対象の指導者ならではのピッチング指導の

疑問点に答える形でセミナーは展開。60名弱の受講者から次々と質問

が出てわかりやすく解説をされていました。

　この講習は、プレ開講として催され、受講料は一人5,000円（通常は

10,000円を予定）。実施内容を評価し、定例化が検討されています。

日頃働く野球指導者を対象とした

平日夜の指導者講習会 「野球力指導アカデミー」への講師派遣協力

「野球力指導アカデミー」
（電通本社）で講義を行う  
野村 弘樹氏

セミナー開講！

10



日 本 プ ロ 野 球 Ｏ Ｂ ク ラ ブ  チ ャ リ テ ィ ー ゴ ル フ コ ン ペTopics 07

チャリティーゴルフコンペ  開催概要
　日頃から当振興会の活動をご支援ご協力いただいており

ます賛助会員様を含むファンの皆様とOB会員が集う「チャリ

ティーゴルフコンペ」の開催概要が決まりました。

　当日開催します「チャリティーホール」「オークション」での

収益金は、引き続き「東日本大震災復興事業」並びに開催地で

の野球振興、スポーツ振興への基金とさせていただきます。

　OB会員、賛助会員様をはじめどなたでも参加可能でござい

ますので、是非とも皆様お誘い合わせの上ご参加ください。 九州地区

東海地区

関東地区

関西地区

中国・四国地区

特別連載
Vol.21

新野球いろはかるた
　終戦後の45年11月、プロ野球は「東西対抗

戦」を開催し復活、23日神宮、24日桐生、12

月１日、２日西宮で計4試合が開催されまし

た。新たにプロ入りした大下弘選手（セネター

ス）が15打数８安打の活躍を見せました。

　翌46年からは８球団によりペナントレース

が再開されます。大下選手はそれまでのシー

ズン本塁打記録10本を大幅に更新する20

本を放ち、本塁打王を獲得。47年には戦前か

らのスター選手である川上哲治選手（巨人）が

「赤バット」、大下選手が「青バット」を使用し

て本塁打を量産し、大きな人気を集めました。

復興に向かい始めた日本社会の中で、ホーム

ランの魅力がプロ野球人気を高めたといわれ

ています。

　今回紹介するのはこの時代の資料、「新野

球いろはかるた」です。読み札、絵札がいろは

順に44枚ずつあり、当時のスター選手である

大下選手が描かれた箱に入っています。南海

時代の別所 昭（のち毅彦）投手が登場してい

ることなどから1948年頃のものと思われま

す。絵札にはカラフルに着色された人気選手

が描かれ、読み札には「まちかまへ大下するど

いバッテング」、「むちゃくちゃに振って青田は

ヒットする」など選手の個性が生き生きと表現

されています。テレビもなくカラー写真もまだ

普及していない時代に、当時の少年ファンに

プロ野球選手の魅力を伝えていた貴重な資料

と考えられます。

　1947年には日本野球連盟（現NPB）とは

別のプロ野球リーグである「国民野球連盟」が

できるなど（同年限り）、野球の人気が高まる

につれ、プロ野球に参入を希望する企業が増

えていきます。1949年のシーズン終了後に

は、従来の1リーグ８球団制から２リーグに分

立することが決定、セントラル野球連盟（セ・

リーグ）、太平洋野球連盟（パ・リーグ）が誕生

し、1950年にはセ８球団、パ７球団による２

リーグ制がスタートしました。

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

「公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球OBクラブ）」
　　　チャリティーゴルフ 係
〒130-0012　東京都墨田区太平4-13-2  2階
TEL：03-3626-8911（平日9：30～18：00）
FAX：03-3626-8912（終日）

■お申込方法
当振興会ホームページ（http://www.obclub.or.jp/）から申込書をダウンロー

ドいただき必要事項をご記入の上、右記事務局へFAX又は郵送にてお送りいた

だくか、右記事務局にご連絡いただき「参加申込書」をお取りよせください。
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第21回 関東地区 第15回 九州地区 第９回 関西地区 第３回 東海地区 第３回 中国・四国地区

日 程 10月27日（月） 11月19日（水） 12月4日（木） 12月10日（水） 12月16日（火）

会 場

東松山カントリークラブ
（27ホール：東、中、西）

〒355-0008　
埼玉県東松山市
大字大谷1111番地　
TEL：0493-39-1010

麻生飯塚ゴルフ倶楽部
（27ホール：�ブルー、ホワイト、

グリーン）
〒820-0609　
福岡県嘉穂郡桂川町
大字吉隅120　
TEL：0948-65-1155　

東条パインバレーゴルフ
クラブ（18ホール）　
※旧タイガースゴルフクラブ
〒673-1324
兵庫県加東市新定
275-144　
TEL：0795-46-0111　

愛岐カントリークラブ
（27ホール：中、東、西）

〒509-0238　
岐阜県可児市大森
1501
TEL：0574-64-1211

鷹の巣ゴルフクラブ
（18ホール）

〒738-0204　
広島県廿日市市河津原
137-2　
TEL：0829-74-3111

参加費

賛助会員：25,000円
一　　般：30,000円

賛助会員：18,310円
一　　般：19,310円

賛助会員：23,000円
一般　　：25,000円

賛助会員：23,000円
一　　般：25,000円

賛助会員：18,500円
一　　般：19,500円

プレー費、��乗用カート費、��キャディ費（中国・四国地区除く）、��昼食費、��パーティー費、��賞品費を含む
募 集
人 数 240名・60組 240名・60組 144名・36組 240名・60組 180名・45組

親交を深めよう！！
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　４月に新年度を迎える当振興会には、その

時期に２大イベントが待ち構えています。「全

国少年少女野球教室」と「定時総会」です。

　全国少年少女野球教室は今年20周年の

節目を迎え、会員の皆さまの参加が初めて

400人となるイベントになりました。

　今年も会員の皆さまの「子どもたちの良

き思い出になるよう、好天のもとで開催し

たい」との熱い思いが通じたのでしょうか、

５月11日（日）47都道府県48のすべての

会場で悪天候になることなく、無事終了し

ました。

　20回を記念して企画した「キャッチボー

ルリレー」。当初は、子どもたちにどうやっ

てルールを伝えるの？果たして盛り上がる

の？ 等、事務局内では実施するにあたり最

後まで不安でしたが、会員の皆さまのご指

導のおかげで、どの会場も「子どもたち」が

楽しく・一生懸命行い大変好評であったと

報告をいただいており、野球離れが囁かれ

ている時勢への起爆剤となる催しであるこ

とを再認識しました。

　事務局で至らぬ点も数多くあったかと存

じますが、子どもたちの「笑顔」に免じてお

許し願います。

　続いて６月24日（火）開催の「定時総会」

です。

　OB会員の皆さんが、当振興会に対し率

直に意見を言える場ですが、議決権のある

正会員総数1,479名。委任状が多く、総会

にご出席の方は40名。ちょっと寂しいかな

と思ったりして・・・。

　決議事項は別表に掲載していますが、第

２議案で理事20名、第３号議案で監事３名

が選任されました。

　総会後の理事会で役付理事が選任され、

その後当振興会設立以来初めての試みと

して役員の皆さん全員が自己紹介を兼ね

たスピーチを行いました。

　一人３分程度を予定していましたが、皆

さんが「当振興会に対する思い」を熱く語ら

れ、10分を超える役員の方もいらっしゃい

ました。

　この２大イベントは昨年７月入社の私に

はとても新鮮に感じられましたことをご報

告し、次回は新役員の方のご紹介をしたい

と思っています。

〈 総務部長　柿﨑 政治 〉

Vol. 4

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.62 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、８月29日（当日必着）。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５名様）

関本 四十四さん

大橋 穰さん 大野 豊さん

宮本 慎也さん 小野 和幸さん

OBの直筆サインボール（各１名様）

応 募 方 法

　㈱エポック社制作・発売のオフィシャルカードセットの本

年度シリーズは、「設立20周年」を記念したカードセットが

発売されています。今年度は７月と12月の２回にわたりこ

のシリーズのカードセットを製作、野球殿堂入りした往年の

プレーヤーなど、各球団、年代などを考慮し、カードファンに

喜ばれる内容で制作しました。カードセットに直筆サイン２

種が入り、本体価格9,800円＋税で有名カードショップなど

にて発売中。賛助会員入会促進の一助としても、販売して参

ります。

日本プロ野球ＯＢクラブ
2014

年

夏の新
商品紹

介

オフィシャルカードセット





活 動 報 告 2014 年 4 月～ 6 月

会 員 情 報
■新入会員一覧 2014 年６月２日現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
中根 仁 横　浜 47 外野手
本田 明浩 阪　神 46 捕　手
中西 健太 ソフトバンク 28 捕手・外野手
渡辺 英昭 ロッテ 47 内野手
野中 信吾 横　浜 30 内・外野手
工藤 公康 西　武 51 投　手
奥田 修 中　日 66 捕　手
桜井 広大 阪　神 30 外野手
佐野 心 中　日 47 外野手
椎木 匠 西　武 42 捕　手
早川 和夫 中　日 54 外野手
慶元 秀章 近　鉄 58 外野手
菅野 彰一 中　日 77 マネージャー
太田 龍生 広　島 50 投　手
山﨑 武司 中　日 45 内野手・捕手・外野手
森口 益光 南　海 60 投　手
渋谷 通 広　島 63 外・内野手
宮本 慎也 ヤクルト 43 内野手

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。
氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

田嶋 定 西　鉄 1934
岡野 久一 国　鉄 1937
神吉 俊和 大　洋 2002年3月26日 76 1926
今泉 勝義 巨　人 2009年10月31日 83 1926
荻島 秀夫 国　鉄 2012年9月22日 88 1924
荒砂 任司 阪　急 2013年1月15日 77 1935
高松 秀恒 大　洋 2013年8月11日 64 1948
井上 安雄 東　映 2014年1月2日 82 1931
河野 旭輝 西　鉄 2014年1月25日 79 1935
山本 格也 大　毎 2014年4月25日 80 1933
古田 忠士 大　洋 2014年5月13日 68 1946
橋本 勝麿 大　洋 2014年5月20日 73 1940
小林 英幸 毎　日 2014年6月10日 74 1940

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

5
月

８日（木）会計業務監査 事務局（東京都墨田区）

10日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（茨城） ひたちなか市民球場ほか（茨城県ひたちなか市）

11日（日）第20回全国少年少女野球教室 47都道府県48会場

15日（木）クリナップ茨城有力店会 ホテル テラスザガーデン水戸（茨城県水戸市）

16日（金）第８回財務委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

17日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（茨城） ひたちなか市民球場（茨城県ひたちなか市）

24日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（鳥取） 赤碕球場ほか（鳥取県）

25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）

27日（火）クリナップ千葉有力店会 京成ホテルミラマーレ（千葉県千葉市）

31日（土）技術セミナーⅠ期関東地区 KFCホール（東京都墨田区）

6
月

11日（水）第8回コンプライアンス委員会 銀座３丁目会議室（東京都中央区）

12日（木）近畿地区ブロック会議 AP大阪駅前梅田1丁目（大阪市北区）

21日（土）さいたま市障害者スポーツ教室 浦和総合運動公園（埼玉県さいたま市）

24日（火）

平成26年度ブロック長会議 KFCホール（東京都墨田区）

平成26年度 定時総会 KFCホール（東京都墨田区）

平成26年度 第2回理事会 後楽園飯店（東京都文京区）

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

4
月

２日（水）九州総合スポーツカレッジ 
入学式

九州総合スポーツカレッジ
（大分県宇佐市）

８日（火）北海道・東北地区ブロック会議 ホテルメトロポリタン仙台（宮城県仙台市）

９日（水）
北信越・東海地区ブロック会議 名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市）

2014年度BCリーグ開幕戦 高崎市城南野球場（群馬県高崎市）

12日（土）

中国四国地区ブロック会議 広島オフィスセンター（広島県広島市）

2014年度BCリーグ開幕戦 HARD OFF ECO スタジアム新潟
（新潟県新潟市）

2014年度BCリーグ開幕戦 城光寺野球場（富山県高岡市）

13日（日）

九州地区ブロック会議 八重洲博多ビル（福岡県福岡市）

2014年度BCリーグ開幕戦 松本市野球場（長野県松本市）

2014年度BCリーグ開幕戦 福井フェニックススタジアム
（福井県福井市）

16日（水）関東地区ブロック会議 国際ファッションセンター（東京都墨田区）

22日（火）第10期役員選考委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

26日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（岩手） 江刺第一中学校ほか（岩手県奥州市）

27日（日）日本プロ野球OBクラブ杯（岩手） 中央運動公園ほか（岩手県奥州市）

「日本プロ野球OBクラブ」の一員として

◆山﨑 武司プロフィール

1968年11月７日生まれ（45歳）

◦ 愛知県知多市出身　内野手・捕手・外野手

◦ 愛知工業大学名電高校➡中日➡オリックス➡楽天➡中日

◦ 本塁打王２回、打点王、最多勝利打点、ベストナイン３回、月間MVP３回、オール
スター7回、2000試合出場、403本塁打、1500安打、1000打点、オールスター
ゲームMVP２回、オールスターゲームベストプレー賞、最優秀JCB・MEP賞、
優秀JCB・MEP賞、スーパースラッガー賞、IBMプレイヤー・オブ・ザ・イヤー賞、

「ジョージア魂」賞、報知プロスポーツ大賞、ゴールデンスピリット賞

ようこそＯＢクラブへ！

　 山﨑 武司さん
が入会しました

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7月

　27年間の現役生活を引退し、グランドの外からプロ野球界に関わる生活をスタートし

てから、半年が過ぎました。

　選手時代は自分の事で精一杯でしたが、現役を終えた今、お世話になったプロ野球界

に、少しでも恩返しが出来ればと思っています。

　３年半前に起こった東日本大震災の後、野球どころではなかった東北の人々が、開幕戦

に大勢駆け付け涙を流しながら大声援を送ってくれた光景が今も忘れられません。

　そんな素晴らしいファンの皆さんに支えられたプロ野球界、そしてプロ野球OBとして

いつも感謝の気持ちを忘れず、これからも今まで以上に、ファンの皆さんとの交流を深

め、プロ野球選手を夢見る子どもたちへの野球教室の開催、イベント、そして引き続き被

災地への復興支援等、プロ野球OBの先輩方や現役選手と共に積極的に取り組み、ますま

す盛り上げていきたいと願っています。
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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。


