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【参加ＯＢ】
投　手： 大川　章（元ヤクルト）、萩原 多賀彦（元ヤクルト）、木下 達生（元中日）
捕　手：伏島 良平（元巨人）
野　手： 片平 晋作（元西武）、佐藤　洋（元巨人）、安部　理（元西武）

森　博幸（元西武）、斉藤 秀光（元横浜）
トレーニングコーチ：佐伯　勉（元巨人）
役　員：吉田 克郎（元大洋、岩手県代表幹事） ※敬称略

安部さんは母校の大船渡市立第一中学校にて後輩とアオダモの苗木を植樹

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2014

10月３～５日の３日間、岩手県の気仙地

区（陸前高田市、大船渡市、住田町）にて、

４年目となる支援活動を下記メンバーで

行ってきました。

現地の先生方は震災後、それまで以上に子どもたちを気にかけてい
ます。その理由は昨年の会報誌に記載した通り、『阪神・淡路大震災の
データより、震災3年以降に子どもたちが非行に走るケースが多い』
ことがわかっているから。実際に隣の地域ではこの傾向が出始めてい

るそうです。
先生や親など、子どもを取り巻く大人が、いかに子どもたちと接する
時間をつくるかが課題で、ＯＢクラブも子どもたちに「忘れていない
よ」というメッセージを、行動で示すことが大切だと感じました。

3日目

2日目

（住田町運動公園野球場）

（陸前高田市立第一中学校、住田町運動公園野球場）

野球教室

体を動かそう♪交流会、　指導者講習会

　最終日は気仙地区14中学校の野球部を対象に野球教室をし、一日中、
ＯＢは子どもたちと触れ合いました。
　開会式で整列した生徒たちは誰ひとり、隣の人と話したり、姿勢を崩す
者はいません。それは今年だけでなく、今までも同様でした。そんな場面に

この地域の子どもたち
の良さが出ていて、参加
ＯＢは子どもたちの魅
力に引き込まれていた
ようです。

走塁について実践指導する斉藤さん

伏島さんにストレッチの指導を受け

るキャッチャーの生徒。辛そうです。

逆回転のシャドーピッチング???

木下さんの指導方法は、子どもたちに

とって新鮮だったようです。

佐伯さん（写真中央）は仮設住宅にお住まいの方のためにストレッチを紹介

　初日は現地の語り部さんに依頼し、陸前高田市内の被災地を見学。震災
前の陸前高田を知るＯＢもいて、現在との違いにただただ驚いていました。
　その後、ＯＢ・安部　理さんの母校（大船渡市立第一中学校）に訪問。アオ
ダモの苗木植樹や、ＯＢと野球部員、指導者による質疑応答を行いました。
右の写真がそのときの様子です。安部さん、笑顔が弾けてます!!

　2日目の午前中は陸前高田市立第一中学校で、校内の仮設住宅にお
住まいの方々を招き、佐伯さんによる『体を動かそう♪交流会』を開催。
40代、50代のＯＢは“五十肩”の悩みがあるようで、参加者と一緒にな
り、佐伯さんの話に聞き入っていました。
　仮設住宅では限られたスペースで生活しなければなりません。少しで
も体を動かすことの重要性が、皆さんに伝わればいいと思いました。　
　そして午後からは住田町運動公園野球場に移動し、気仙地区の野球
指導者を対象にした『指導者講習会』を開きました。

1日目
（陸前高田市内、大船渡市立第一中学校）

被災地見学、　学校訪問＆アオダモ植樹
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全国アマチュア野球指導者 講 習 会TopicsTopics 02

昨年度の東海地区・三重県会場で投手担当の前田幸長さん（元巨人）

ロッテ出身の定詰雅彦さんはモデル選手を指導しながら講習

（昨年度、北海道地区・石狩にて）

全国アマチュア野球指導者講習会

　本年度も『全国アマチュア野球指導者講習会』を全国で開催します。

　現在決定している会場は下表の通りです。

　11月30日（日）は北信越ブロック会場として長野県松本市の松本市野球場（室内施

設）で開催。投手講師は遠藤 一彦さん（元大洋）、捕手は堀場 秀孝さん（元巨人）、守備

は上川 誠二さん（元ロッテ）、打撃は広澤 克実さん（元ヤクルト）が担当します。

　ほかの会場はOB講師などの詳細が決定次第、ホームページに掲載しますので、受講

者募集のご協力をお願いします。

主　　催：公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）

特別協賛：大和ハウス工業株式会社（予定）

協　　力： 一般社団法人日本野球機構（予定）、一般財団法人全日本野球協会（予定）

日　　程： 2014年11月～2015年3月の期間（各会場、土日祝日のいずれか1日開催）

場　　所： 北海道、東北、関東、東海、北信越、近畿、中四国、九州の８会場を予定

受 講 者： 高野連を含むアマチュア野球指導者

講　　師： １会場 ４人

受 講 料：１人 4,000円

内　　容： 投手、捕手、守備、打撃を専門とする野球技術の各講師が質疑応答形式で受

講者の疑問に答える。その際、実技を交えた講習も行う。

『大人のための野球教室』
指導者講習会がスタートします!!冬の恒例事

業

NO 地区 開催地（都市・会場） 開催日時 講師

1 北海道 北海道札幌市 北海道日本ハムファイターズ屋内練習場 2015年２月22日（日）

2 東　北 青森県八戸市 シーガルスタジアム 2015年２月７日（土）

3 関　東 開 催 未 定

4 東　海 静岡県静岡市 草薙総合運動場屋内運動場 2015年２月１日（日）

5 北信越 長野県松本市 松本市野球場屋内練習場 2014年11月30日（日）
投 手：遠藤 一彦　　捕 手：堀場 秀孝
守 備：上川 誠二　　打 撃：広澤 克実

6 近　畿

開 催 未 定7 中四国

8 九　州

　第４回目の開催となった佐賀県大会は嬉野市立嬉

野中学校が優勝。 また、宮崎県大会は国富町立本庄中

学校が第５回大会の王者に輝きました。

8月開催報告
　第４回目の開催となった佐賀県大会は嬉野市立嬉

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

佐 賀
（第4回）

８月23日
30日 嬉 野 浜 玉

南波多
値 賀

宮 崎
（第5回）

８月30日
31日 本 庄 東 海

門 川
日之影

【今後の開催予定】 
群　馬 11/１、２ 大分、埼玉 11/29、30

栃　木 11/２、３ 熊　本 12/６、７

福岡、長崎 11/８、９ 千　葉 12/６～ 20

鹿児島 11/22、23 岡　山 12/20、21
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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TopicsTopics 03

　学生野球研修会受講　学生野球研修会受講　学生野球研修会受講Step. 2

　学生野球資格回復には、NPB主催の「NPBプロ研修会」と日本学生

野球協会主催の「学生野球研修会」を受けなくてはなりません。 

　各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「適性審査申請」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。

学生野球資格認定後の活動について
詳しくは各団体のwebサイトを
ご覧ください。

「学生野球資格認定者の取扱について」

•日本野球機構　http://www.npb.or.jp
•全国野球振興会　http://www.obclub.or.jp
•日本プロ野球選手会　http://www.jpbpa.net
•日本学生野球協会　http://student-baseball.or.jp
•全日本大学野球連盟　http://www.jubf.net
•日本高等学校野球連盟　http://www.jhbf.or.jp

元プロ野球関係者が学生野球（大学・高校）を指導するための研修会は、現在申し込みを受付中です。 
受講希望者はお急ぎお申し込み下さい。申込用紙はOBクラブwebサイトからダウンロードできます。
※定員に達し次第、受付終了となります。ご了承ください。

開催日： 11月29日（土）大阪
11月30日（日）東京

● 1日間（5時間程度）

　NPBプロ研修会受講　NPBプロ研修会受講　NPBプロ研修会受講Step. 1

～ 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

　学生野球適性審査申請　学生野球適性審査申請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☆★

適性認定者が再び国内外のプロ球団（独立リーグ、女子プロ野

球等含む）と契約するに至ったときは、以下の手続きが必要と

なります。

〈資格喪失届の提出〉
プロ球団と契約した日に合わせて、日本学生野球協会に

「資格喪失届」の提出が必要です。

〈資格喪失後の再度の適性認定申請〉
資格喪失届を提出した方がプロ球団との契約が終了し、再度学生
野球の適性認定を受けるためには、以下の手続きが必要です。

 [学生野球研修会修了認定日から5年以内の方] 

　● 日本学生野球協会へ適性認定申請を提出
 ※左図「Step3」からの手続

 [学生野球研修会修了認定日から5年を経過した方] 

　● NPBプロ研修会を受講 ※左図「Step1」からの手続

教職免許を取得されている方が適性認定申請をするためには、

指導を行う学校に教職員として採用されていることが条件と

なります。その場合、当該校のみで指導することができます。 

教職免許を取得していても、いずれの学校にも採用されていな

い方は、学生野球を指導することができません。指導を希望さ

れる方は、「学生野球資格研修制度」による適性認定申請が必

要です。

適性認定後（資格回復後）にプロ球団に復帰した場合

教職免許を取得された方の学生野球資格

認定 No. 認定日 氏　名 最終球団

458 2014. ７. ２ 川口　寛人 巨　人

459 2014. ９. ２ 平江　巌 近　鉄

■ 学生野球資格適性追加認定者  NEW!!

2014年度学生野球資格回復制度研修会
募集要項はOBクラブwebサイトへ  ▼ ▼ ▼   http：/ /www.obclub.or. jp

締切！！
1411
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（単位：円）

技術セミナーTopicsTopics 04

“サブマリン” 松沼 博久さん。
　小・中学生にも下手投げの選手が増えてきているそうです。
　アンダースローならではの変化球やけん制の話に質問が多く飛
び交いました。

ロッテを日本一に導いた西村 徳文さん。
　“走塁”“バント”“盗塁”のセクションに分けて行い、熱心に参加者
の意見に耳を傾けていました。
　丁寧な講義に皆さんの理解も深まったようです。

“走塁・バント編”の平野　謙さん。
　バント編で毎回議論になるのが構え方です。

“スクエアスタンス”“オープンスタンス”、バットの角度、ミートの位置
など、参加者の皆さんとともにディスカッションで盛り上がりました。

投手編／松沼 博久さん

走塁・バント編／西村 徳文さん 走塁・バント編／平野　謙さん

外 野 手 編 仁村　薫

捕 手 編 市川 和正

打 撃 編 佐々木 恭介

投 手 編 松沼 博久

内 野 手 編 岡　義朗

走塁・バント編 岡　義朗

捕 手 編 市川 和正

外 野 手 編 大熊 忠義

走塁・バント編 西村 徳文

内 野 手 編 湯上谷 竑志

投 手 編 若田部 健一

打 撃 編 島田　誠

打 撃 編 土井 正博

走塁・バント編 平野　謙

捕 手 編 市川 和正

外 野 手 編 平野　謙

内 野 手 編 石毛 宏典

投 手 編 八木澤 荘六

　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」

ものべ223講座を実施してきました。

　学生野球指導の道が開かれた昨年度から受講する正（OB）会員が増

加し、指導者を目指す方々の意欲が向上していることが実感できます。

　このセミナーは、講師も受講者も同じ元プロ野球選手です。講師のお

話をきっかけに技術論などの野球談議に華が咲き、とても楽しい勉強

会を繰り広げています。受講後にレポート課題を提出することで「全国

野球振興会野球技術指導員登録証」が取得できます。ぜひ、お近くで開

催される際には足を運んでみてください。

OBクラブ野球指導者養成・認定制度事業
スポーツ振興くじ助成事業

■ 全国野球振興会 公認野球技術指導員  NEW!!
指導員 No. 認定日 氏　名 代表出身球団
14-0261 2014. ７. １ 野中　信吾 横　浜
14-0262 2014. ７. １ 夏目　進 日本ハム
14-0263 2014. ７. １ 福本　万一郎 日　拓
14-0264 2014. ７. １ 河村　健一郎 巨　人
14-0265 2014. ７. １ 西村　基史 西　武
14-0266 2014. ７. １ 緋本　祥男 広　島
14-0267 2014. ８. １ 大橋　穰 阪　急
14-0268 2014. ８. １ 松井　達徳 中　日
14-0269 2014. ８. １ 宮川　一彦 横　浜
14-0270 2014. ８. １ 藤井　秀通 近　鉄
14-0271 2014. ８. １ 髙橋　功一 日本ハム
14-0272 2014. ８. １ 古谷　盛人 中　日
14-0273 2014. ８. １ 牛島　和彦 ロッテ
14-0274 2014. ８. １ 石谷　訓啓 東　京
14-0275 2014. ９. １ 後藤　祝秀 中　日
14-0276 2014. ９. １ 鈴木　康博 ヤクルト
14-0277 2014. ９. １ 井上　洋一 ヤクルト
14-0278 2014. ９. １ 前泊　哲明 大　洋
14-0279 2014. ９. １ 池田　宇隆 ロッテ
14-0280 2014. ９. １ 定岡　智秋 南　海
14-0281 2014. ９. １ 津野　浩 日本ハム
14-0282 2014. ９. １ 城之内邦雄 巨　人
14-0283 2014. ９. １ 福井　敬治 巨　人
14-0284 2014. ９. １ 小林　亮寛 ロッテ

※　 「技術セミナー」を受講し、所定の課題を修了した方が「野球技術指
導員登録証」を取得できます

　技術セミナーを初めて受講させていただき、大変勉強になり

ました。講師の皆さまが大変意欲的に参加者の意見や考え方

を聞き、注目点などメモしていらっしゃる姿を見て、長年経験

されている講師の方々でもまだまだ研究心、向上心があるの

だなと感心し、自分も負けずに探究していかなくてはと痛切に

感じました。

　私は現在、中学硬式野球（リトルシニアリーグ）の指導をし

ています。難しさを感じるのは、言葉・表現の難しさ、相手の理

解度に合わせた指導やチーム運営の難しさです。能力の違う

選手の接し方など、多感な中学生の指導はとても複雑で、野球

技術だけでなく、社会のルールや人としての心構え、作法など

問題が山積みです。体力面での個々の違いや家庭の考え方も

様々です。それらをまとめてチームにするのはかなり手ごわい

ですが、「野球は楽しいスポーツなんだよ」ということをしっか

り伝えていきたいと思っています。

　小・中学生の野球人口はかなり減少しています。私の市の少

年野球チームも前年度より2チームが廃部になりました。ス

ポーツも多様化していますが、運動を好まない子どもたちが

増えていることを危惧しています。スポーツの楽しさ、特に野

球の面白さを伝える努力を今しなければならないと感じます。

　元プロ野球選手や現役選手と触れ合える機会を増やし、子

どもたちに多くの感動を与えて将来の野球選手を育てていく。

また野球だけではなく、スポーツを通じて健全な青少年の育

成をしていくお手伝いができればと考えています。野球の力で

子どもたちを少しでも良い方向に導いてあげられるように微

力ながら日々努力していきたいと思います。

近畿地区技術セミナーを受講して…
  

田中 力
（たなか　ちから） 55歳

●元ロッテ 捕手
現在は兵庫県伊丹市で
リトルシニアを指導

Ⅱ期東海地区 （７/20）

Ⅲ期九州地区 （７/27） Ⅳ期近畿地区 （９/７）
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公益社団法人 全国野球振興会の機関

※ 広報委員会は、平成26年７月に設置。
※　 「全日本野球会議」は、同名名称の組織

が発展的解消のため解散。

※  新任
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第 1 0 期 　 組 織 案 内TopicsTopics 05

専門委員会の設置

目　的： 公益社団法人全国野球振興会の定款第49条の規定に基づき、委員会の構成と運営に関し必要な事項を定めることを目
的とする。

　　　  第49条（専門委員会）
　　　　　１） この法人の事業遂行に必要な専門的事項を処理するため、理事会の議決に基づき専門委員会を設置することができる。
　　　　　2） 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
任　務：委員会の委員は、次に掲げる事項を任務とする。
　　　　　１） 本会の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。
　　　　　2） 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため及び法人の業務の適正を確保するために必要

な体制の整備・改善について、理事会に参考意見を提出すること
任期等：  委員会の委員は、理事及び学識経験者のうちから、理事会が選任し、会長（理事長）が委嘱する。

委員は10人以内。委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

コンプライアンス委員会 当振興会に属する正会員が実践すべきものであり、会員によって当振興会の目的、事業執行の公正さ、人道的問題に対して国民か
ら疑惑や不信を招くような行為がなされることを防止し、当振興会に対する社会的信頼を確保することを目的として設置する。

財務委員会 当振興会の法令並びに定款の定めに基づくこの法人の目的である事業を行うために基本財産及びその他の財産の維持管理、処
分等に関する基本的事項を定めることにより、この法人の適正な事業運営を図ることを目的とする。

広報委員会 当振興会の事業活動を広く社会に知ってもらうことを最重点に置き、マスメディアの活用やメセナ事業等を構築し、一般企
業等が当振興会へ関心を持ち且つ賛助するシステム作りを目的とする。

野球事業推進委員会
本邦及び海外の野球界におけるプロフェッショナル・アマチュア間の交流を促進することによって野球に関する技術水準の
向上等野球の普及及び振興を図り、もって本邦及び海外のスポーツの振興と国民の心身の健全な発達に寄与することを目的
とする。

野球事業推進委員会

指導者育成部会 普及活動部会

担当理事 三浦　政基 担当理事 八木澤　荘六

※ 担当理事 上田　二朗 担当理事 醍醐　猛男

※ 担当理事 松本　匡史 担当理事 木村　竹志

役　職 氏　名 役　職 氏　名

委 員 長 井坂　興 委 員 長 中塚　政幸

副委員長 佐藤　洋 副委員長 片平　晋作

副委員長 松沼　博久 ※ 副委員長 黒坂　幸夫

委 員 岡　義朗 委 員 池谷　公二郎

※ 委 員 小早川 毅彦 ※ 委 員 石井　雅博

委 員 駒田　徳広 ※ 委 員 太田　浩喜

委 員 鈴木　健 委 員 小川　亨

※ 委 員 高橋　雅裕 ※ 委 員 松沼　雅之

委 員 仁志　敏久 委 員 真弓　明信

※ 委 員 南渕　時高 委 員 矢作　公一

10 名 10 名

財務委員会

役　職 氏　名

委 員 長 清覚　秀雄

※ 委 員 五月女　豊

委 員 髙村　義明

委 員 村尾　忠孝

委 員 横山 健一郎

5 名

コンプライアンス委員会

役　職 氏　名

委 員 長 横山 健一郎

委 員 池田　哲雄

委 員 坂巻　豊

※ 委 員 清覚　秀雄

委 員 玉利　齊

※ 委 員 水嶋　昭彦

6 名

広報委員会

役　職 氏　名

※ 委 員 長 定永　昭紀

※ 委 員 高橋　善正

※ 委 員 田中ウルヴェ 京

※ 委 員 鶴岡　秀樹

※ 委 員 村尾　忠孝

※ 委 員 吉村　正

6 名

�　組織図

�　各委員会の概略

　第10期専門委員会委員

顧　問
相談役

理 事 会

総　会

【専門委員会】

広報委員会コンプライアンス委員会

ブロック会議
都道府県代表幹事会

野球事業推進委員会
指導者育成部会（委員会）
普及活動部会（委員会）

財務委員会

常務理事会
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　　　　平成26年度  「都道府県代表幹事会」
当会設立20周年記念式典、  懇親会「感謝の集い」

　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、当会設立20周
年を記念した式典、懇親会「感謝の集い」を開催します。
　懇親会では、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、記念式典の前に、「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２年余り、学生野球資格回復研修制度への取り組みによるプロアマ
交流の促進が加速する中、全国津々浦々でOBの活躍が求められています。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。

※詳しくは、別途お届けする開催のご案内をご覧ください。

都道府県代表幹事会時　間 ： 14：00
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 ： 式典17：00　感謝の集い18：00
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

感謝の集い

開催日 ： 平成26年12月２日（火）
会　場 ： 東京ドームホテル

開催日のお知
らせ

■都道府県代表幹事� ※＝ブロック長

五十音順　年齢は平成26年の誕生日以後の満年齢数

氏　名 略　歴

岡本 伊三美 内野手：1931年２月26日生（83歳）　選手歴：南海
監督・コーチ歴：サンケイ～南海～阪神～近鉄

杉下　茂
投手：1925年９月17日生（89歳）　選手歴：中日～大毎
監督・コーチ歴：中日～阪神～中日～巨人～西武
殿堂入：競技者表彰（1985年）

中西　太
内野手：1933年４月11日生（81歳）　選手歴：西鉄　
監督・コーチ歴：西武～ヤクルト～日本ハム～阪神～ヤクルト～近鉄
～巨人～ロッテ～オリックス　殿堂入：競技者表彰（1999年）

■ 顧　問

■ 相談役

氏　名 略　歴

小池　唯夫 パ・リーグ元会長　元毎日新聞社　代表取締役社長　
当振興会　第９期　理事

①北海道・東北

NO 都道府県 氏名

1 北海道
有澤　賢持　※ 
西島　貴之

2 青　森 小西　秀朗 兼務
3 岩　手 吉田　克郎
4 秋　田 小西　秀朗　※
5 宮　城 小野木　孝
6 山　形 小野木　孝 兼務
7 福　島 長谷川　達栄

③北信越

NO 都道府県 氏名

16 長　野 川島　正幸
17 新　潟 大滝　信孝　※ 
18 富　山 干場　崇永
19 石　川 干場　崇永 兼務
20 福　井 川藤　龍之輔

④東海

NO 都道府県 氏名

21 静　岡 島野　雅亘

22 愛　知
藤波　行雄　※
彦野　利勝

23 岐　阜 今井　茂
24 三　重 森田　通泰

②関東Ⅱ
NO 都道府県 氏名

13 埼　玉
矢作　公一
森　宝生

14 千　葉 寺沢　高栄

15 神奈川
坂巻　豊　　※ 
倉田　誠

②関東Ⅰ
NO 都道府県 氏名

8 茨　城 根本　学　　※
9 栃　木 五月女　豊
10 群　馬 種部　儀康

11 東　京
倉高　新治
千田　啓介

12 山　梨 内藤　久

⑥中国

NO 都道府県 氏名

31 鳥　取 黒坂　幸夫
32 島　根 石橋　貢
33 岡　山 中藤　義雄
34 広　島 渡辺　弘基　※ 
35 山　口 渡辺　弘基 兼務

⑦四国

NO 都道府県 氏名

36 香　川 田中　調
37 徳　島 白石　静生　※ 
38 高　知 岡　幸俊
39 愛　媛 今井　圭吾

⑤近畿 ブロック長　岡本 伊三美
NO 都道府県 氏名

25 滋　賀 西川　克弘
26 京　都 大門　和彦
27 奈　良 元田　昌義
28 和歌山 木村　竹志

29 大　阪
和田　徹
大原　徹也

30 兵　庫
鎌田　実
芝池　博明

⑧九州Ⅱ
NO 都道府県 氏名

45 佐　賀 永渕　洋三
46 長　崎 杉町　攻　　※ 
47 熊　本 今井　譲二

⑧九州Ⅰ� ブロック長　三浦 政基
NO 都道府県 氏名

40 福　岡
永射　保
太田　浩喜

41 大　分 神田　大輔
42 宮　崎 片岡　光宏
43 鹿児島 安田　泰一
44 沖　縄 森長　隆

�　野球事業推進委員会の編成

・野球に関する指導者の養成、育成事業の拡充、増進

・野球に関する技術指導の向上

・既存事業の活性、拡充を図るための検討
・新規事業の企画・検討
・プロ・アマ間の交流の促進

全国アマチュア野球指導者講習会
（BCS）

野球指導者・養成認定制度事業
（学生野球資格回復制度、NPB 講習）

全国少年少女野球教室

社会貢献事業

プロ野球 OB クラブ杯

ベースボールスクール

講演会

各種少年野球教室

スポーツフェア
全日本野球協会関連事業

（BCC）

高等学校野球連盟関連事業

指導者育成部会 普及活動部会



日本プロ野球ＯＢクラブ

ベースボールサマーキャンプ in 芦別
　芦別市との共催事業である本キャンプも今年で３回目を迎え、北海道内

外から過去最高となる119名の小学４年から６年生の少年少女が真夏の

北海道芦別市に集合しました。

　今年は、初日と３日目があいにくの雨模様でしたが、市民球場に隣接し

た総合体育館メインで開会式、閉会式、野手練習を行い、投手練習はサブ

体育館で実施しました。

　また、２日目は市民球場とサブグラウンドの２会場にて、各ポジションで

の練習と４チームに分けた紅白戦を行い野球漬けの一日となりました。

　夜は講師も参加した屋外での焼肉パーティーを開催、２日目ともあり、

ルームメイト、チームメイトと共に打ち解けあい最後の夜は大いに盛り上

がりました。

　今回は、野球用具の大切さも伝えられるよう「グラブ手入れ講座」を開

設し、音更町にあるスポーツ店「年中野球」の社長佐藤 肇さまにお越しい

ただき、初日の夜、宿泊ホテルにある体育館でグラブの構造説明、手入れ

の仕方を丁寧に指導いただきました。集団生活によるルールの学習、礼儀

作法の修得を目的とした本キャンプも回数を重ねるうちに参加人数も増

え、芦別市、当振興会の事業として定着して参りました。

　本キャンプが今後とも、関係者の皆さまのご協力を得て継続開催され、小

学生の野球技術向上、野球を通じた青少年健全育成、芦別市をはじめとする

スポーツ振興及び経済振興の一役を担う事が出来ればと願っております。
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スポーツ振興くじ助成事業

本事業は、スポーツ
振興くじ助成金を
受けて実施してい
ます。

ベースボールサマーキャンプ in 芦別 開催概要

開会式、参加者、講師との集合写真 鈴木  健さんによる打撃指導高橋 慶彦さんによる打撃指導

八木澤理事長によるキャッチボール指導金村　曉さんによるウォーミングアップ

サイン会グラブ手入れ講座 焼肉交流会紅白戦

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

開催期日：2014年8月5日（火）～7日（木）2泊3日

開催会場： 芦別市民球場、芦別市総合体育館
（北海道芦別市上芦別6番地）

宿泊施設： 芦別温泉スターライトホテル、
国民宿舎あしべつ（北海道芦別市旭町油谷1番地）

主　　催： 芦別市、公益社団法人全国野球振興会

主　　管： 日本プロ野球ＯＢクラブ ベースボールサマーキャンプ
in芦別実行委員会

後　　援： 北海道、公益財団法人北海道体育協会、北海道スポー
ツ少年団、北海道軟式野球連盟、ＮＰＯ法人北海道野球
協議会、芦別市体育協会、芦別市体育協会、芦別市ス
ポーツ少年団本部、星槎グループ

助　　成： 独立行政法人日本スポーツ振興センター

参加対象：全国の小学4年生～6年生の男女（野球経験不問）

参 加 者：119名（芦別市内:21名、道内:96名、道外：2名）

参加費用： 28,000円（参加費用には、キャンプ期間中における
宿泊代、食事代、練習時の飲料代、宿泊先から練習会場
までの移動バス及びスポーツ傷害保険を含む。但し開
催地までの交通費は各自負担）

指導講師： 八木澤 荘六 （元ロッテ）

高橋 慶彦（元広島・芦別市出身）

屋鋪　要（元巨人）

鈴木　健（元西武）

三井 浩二（元西武・足寄町出身）

金村　曉（元日本ハム）

イベントレポートTopicsTopics 06



社会貢献事業（東日本大震災復興支援活動）

ティーボール大会

　７月から始まった宝くじスポーツフェア～ドリー

ムベースボール～は、９月までに11会場中７会場

を終え、折り返しとなりました。

　どの会場でも地元の方々にとてもよくしていた

だいています。飲み物やおしぼりをこまめに用意

してくださることもあり、野球教室やドリームゲー

ムに集中することができます。

　野球教室に参加した子どもたちは、自分に教え

てくれたOBのファンになる子が多いようです。ド

リームゲームの時、自分が教わったOBが出場する

と、観客席から「○○選手頑張ってくださーい！！」

と大きな声援をくれます。

　残された会場も、ひとりでも多くの方々の思い

出に残るイベントになるよう、一丸となって頑

張っていきたいと思います。

　主　　催： 一般財団法人自治総合センター

開催都道府県、開催市町村

　企画制作：株式会社ぎょうせい

スポーツフェア　―ドリームベースボール―

　「福島に集い咲かそう笑顔の輪」をキャッチフレーズに、『第68回全国

レクリエーション大会2014福島』（主催・公益財団法人日本レクリエー

ション協会ほか）が、９月19～21日までの３日間、福島県内６エリアで開

催されました。

　17種目の全国交流大会をはじめ、ウォーキングや綱引など18の特別

協賛行事など、レクリエーションを通じて健康の増進と笑顔の輪を東日

本大震災の被災地である福島県に広げようと大勢のレクリエーション種

目愛好家が集まりました。

　同県白河市では、ティーボールの交流大会を実施。NPO法人日本

ティーボール協会の呼びかけで、被災地・福島のこどもたちに笑顔を届け

たいとの趣旨で、県内約1,100校の小学校、幼稚園、保育園などに室内用

のティーボールを贈呈。20日の贈呈式典には、社会貢献事業（東日本大震

災復興支援活動）の一環として理事長八木澤 荘六も出席し、ティーボー

ル42ダース（299,376円分）を贈呈しました。

　あの大震災から３年半。原発事故の爪痕が大きく残る同県において、

ボールを手にしたこどもたちの中から、将来、プロ野球で活躍する選手が

輩出することを期待しています。

「全国レクリエーション大会2014福島」で贈呈式

9

全国で開催
中！！

福島のこども
たちに

ティーボール
をプレゼント
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1950年 第1回日本ワールドシリーズ 優勝牌
　1949年のシーズン終了後、従来の８球団に
よる１リーグ制から、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）が誕生しました。
　セ・リーグは読売ジャイアンツ、大阪タイ
ガース、中日ドラゴンズ、松竹ロビンスと新球
団の大洋ホエールズ、広島カープ、国鉄スワ
ローズ、西日本パイレーツの8球団、パ・リーグ
は阪急ブレーブス、南海ホークス、東急フライ
ヤーズ、大映スターズと新球団の毎日オリオン
ズ、近鉄パールス、西鉄クリッパーズの７球団
です。
　両リーグの球団間の選手の引き抜きなど諸
問題に対し、翌50年１月には連合国総司令部

（GHQ）経済科学局長マーカット少将から、両
リーグ優勝チームによる日本選手権試合の開
催、不正引抜の一掃、コミッショナーの設置等
の指針が発表され、両リーグの話し合いが継続
して行われる中、３月10日にはセ・リーグが開
幕、翌11日にはパ・リーグが開幕しました。

　セ・リーグは98勝を挙げた松竹ロビンスが
優勝、パ・リーグは、新球団・毎日オリオンズが
２位に15ゲーム差をつけ圧勝し、11月22日
からは松竹、毎日により最初の「日本ワールド
シリーズ」（※）が開催。フランチャイズ制が始
まる前でもあり、第１戦が神宮、第２戦が後楽
園、第３戦が甲子園、第４戦が西宮、第５戦が中
日、第６戦が大阪で開催され、４勝２敗で毎日
が初代日本一に輝きました。
　当博物館では以前この連載でご紹介した
ポスターや優勝ペナントをはじめ、入場券や
記念章など当時の資料を保存しています。今
回ご紹介するのもこの時の記念品です。表に
は優勝ペナントの刺しゅうと同様に、王冠と
月桂樹、ボールを組み合わせた彫刻の上に、

「CHAMPION-SHIP」と大会名称「NIPPON 
WORLD’S SERIES」と「1950」が金の文字で
光っており、裏面には「日本ワールドシリーズ
1950優勝牌」と記されています。当博物館に
は、毎日の別当薫氏（1988年殿堂入り）のもの

とコミッショナー事務局保管用の２点が収蔵さ
れています。銀座和光製で、直径90mm、厚さ
5mm、重さ約310gの純銀製、月桂樹の実に見
立てて真珠が配されています。最初の日本一
決定戦ということで大変豪華な賞品です。

※ 日本ワールドシリーズ…1950年の第１回から53
年の第４回までの名称。54年からは現在の「日本シ
リーズ」に。

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

東京ベースボールスクール ７回目開催!!
　高校進学後も硬式野球部に所属し真剣に野球に取り組みたい中学３年生を対象

とした本スクールも本年度で７回目の開催を迎えます。

　３か月間にわたるスクールでは、ポジションごとで人数限定のマンツーマン指導

を行い、夜間の育成プログラムでは、野球選手の心構えを、栄養講座では管理栄養

士から体作りについて学び、メンタル講座も開設いたします。

　また、保護者向けに、肩・肘ケア講座やストレッチ＆マッサージ講座などを設け、

家族全員でお子様をサポートできる体制を整えます。

　既に本スクールを卒業した選手は150名を超え、関東地区を中心とした高校へ

進学し各学校で活動し、中には春、夏の甲子園に出場した選手も現れています。

　本スクールの概要は

右記の通りですので、

ご参加希望の方は右記

お問い合わせ先にご連

絡をお願いします。

・対象競技：硬式野球

・教室期間： 2014年12月5日（金）～2015年2月20日（金）

※毎週金曜日　17：30～21：30　合計10回

※ 東京ヤクルトスワローズのオフシーズン状況に

よりスケジュールが変更する場合有り。

・対 象 者： 今季、硬式野球・軟式野球・ソフトボールなどで活動

し、来春高校の硬式野球部に所属予定の中学３年生

・開催会場： 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

・定員人数：30名

・指導講師： 投手コーチ　前田 幸長（元巨人）

野手コーチ　屋鋪　要（元巨人）、駒田 徳広（元横浜）

メンタルコーチ　武野 顕吾（元横浜）

・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/
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　㈱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、この７月に「設立20周年」を記念したカードセット（第１集）が発
売されました。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になっています。
　全国発売予定の第２集も、プロ野球界のレジェンドたちを収録。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
ショップなどにて本年12月27日に発売予定。賛助会員入会促進の一
助としても、販売して参ります。ぜひ、プロ野球史に触れ、その醍醐味を
カードから感じ取っていただきたい逸品としておススメします。

日本プロ野球ＯＢクラブ

オフィシャルカードセット

日本プロ野球ＯＢクラブ

設立20周年記念

カードセット

2013年度卒業選手 駒田 徳広さんからの打撃指導

日本プロ野球ＯＢクラブ

設立20周年記念

プロ野球の歴史が凝縮された
「日本プロ野球OBクラブ設立
20周年記念カードセット」

（画像は7月に発売の第１集の
パッケージ）

オフィシャルカードセット
2014年

年末の新
商品紹介 12月下旬に

    発売予定！！



　元高校球児だった主人公が、＜マスターズ甲子園＞のス

タッフとして働く女子大生との出会いをきっかけにストー

リーは展開。28年間、心の奥底にしまいこんでいた十代の

頃の思い出。「いまさら野球なんて…」。甲子園の夢が断た

れたその日から、遠ざかっていた野球ではあったが…。

　元高校球児が再び甲子園を目指す大会＜マスターズ甲

子園＞には、本誌Vol.56で紹介のとおり、プロ野球ＯＢの

皆さんも母校の卒業メンバーとして参加し、今年も11月

15日（土）、16日（日）に阪神甲子園球場で開催されます。

白球を追って仲間と喜びも哀しみも分かち合った十代の

頃に戻って熱戦を繰り広げます。この映画は、その大会を

題材に、忘れかけていたオヤジたちの青春が、家族や友

人、元チームメイトで織りなす人間関係をもとに物語が進

みます。

　原作は、作家・重松清の同名小説。主役の元球児に中井

貴一、同僚役に柳葉敏郎、西岡徳馬、和久井映見、事務局ス

タッフ役として売り出し中の若手女優・波瑠、当振興会会

員の工藤公康さんの長男・工藤阿須加を配し、甲子園での

ロケも行っての作品。当振興会会員のプロ野球ＯＢの方も、

シーンのあちこちに登場しますので、探索気分で観る楽し

さも。

　本作品の配給は東映。2015年１月17日（土）全国ロード

ショー。主題歌は浜田省吾が10年ぶりにリリースする新曲

「夢のつづき」。野球の普及・振興を目指す本格的な野球ド

ラマに、当振興会のスローガンおよび名称入りの特製ポス

ターなどで支援していきます。

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。
当振興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900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 人間科学部 
eスクール

『特別選抜入学試験』 受験希望者受験希望者受験希望者受験希望者受験希望者受験希望者をををををを募集募集募集募集募集募集！！！！！！！！！！！！

2015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１4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/

当振興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、

  ●　 当振興会事務局  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12月中旬、入試は１月に面接試験を実施します。

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60～90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。

『 アゲイン ２８年目の甲子園 』のご紹介 

「マスターズ甲子園」 を題材にしたオヤジたちの青春プレイバック!!

©2015「アゲイン」製作委員会

2015年1月17日（土）公開
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〒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.63 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（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、11月30

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。

金村 曉金村 曉金村 曉さんさんさん 桜井 広大桜井 広大桜井 広大さんさんさん
松本 匡史松本 匡史松本 匡史さんさんさん

石毛 宏典石毛 宏典石毛 宏典さん さん さん ＆＆＆
平野 謙平野 謙平野 謙さんさんさん西村 徳文西村 徳文西村 徳文さんさんさん 飯田 哲也飯田 哲也飯田 哲也さんさんさん

OBの直筆サインボール 直筆サイン色紙

応 募 方 法
OB直筆サインボール （各１名様）

直筆サイン色紙 （各１名様）

Present Corner プレゼントコーナー

当選
高確
率！！
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　2014年６月24日（火）の当振興会「第10

期・定時社員総会」にて、理事20名が選任され

ました。今回は新しく理事に就任された５名の

方をご紹介いたします。

上田　二朗　常務理事
　現役時代は投手として活躍。阪神時代の

1972年５月９日の大洋（現ＤeＮＡ）戦で、初回

無死一・三塁からリリーフし完封勝利という

記録をお持ちです。

　『永く関西地区をまとめていただいた岡本

伊三美理事（現・顧問）が勇退された後も、今ま

で以上に関西をまとめ盛り上げたい』と語ら

れました。

　総会後の理事会にて常務理事に選任され

ました。

五月女　豊　理事
　社会人の名門、日本石油（現JX日鉱日石エ

ネルギー）から1973年ドラフト１位で阪神に

入団。1984年に引退されました。

　第９期の２年間、監事という立場で当振興会

の財務を主体に業務執行の監査を担当され

ました。

　『振興会のために微力ながら頑張りたい』

と、控えめに話されましたが、芯の強さを感じ

ました。

高橋　善正　理事
　八木澤理事長同様、1971年８月21日の西鉄

（現西武）戦で完全試合を達成。

　プロ引退後に母校「中央大学」の監督に就

任。同校を就任１年目で６季ぶりに１部昇格さ

せました。

　『アマチュア野球の指導者を経験したので、

今後益々交流が深まるプロとアマ球界のため

に少しでも役に立てれば』との抱負です。

田中ウルヴェ 京　理事
　今年２月のＮＰＢ指導者講習会にて講師をさ

れましたが、その内容が素晴らしく推薦委員会

でも当振興会の理事にふさわしいとの声があ

がり就任していただきました。元シンクロナイ

ズドスイミングの選手で1988年ソウル五輪の

銅メダリスト、現在はプロ選手や指導者、経営

者へのメンタルトレーニング上級指導士です。

　『野球は一から勉強させていただきたい』と

コメントしてくださいました。

松本　匡史　理事
　現役時代は俊足で青い手袋をトレードマー

クにしており「青い稲妻」のニックネームで活

躍されました。

　野球事業推進委員会の副委員長からの登

用となりました。

　『なかなかお手伝いが出来ないが、振興会

発展のため尽力する』と就任にあたり、話して

くださいました。

５名の新理事の皆さん、宜しくお願いします。

れましたが、その内容が素晴らしく推薦委員会

Vol. 5
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全ての学校種の教員免許取得が可能です。
■幼稚園教諭 　■小学校教諭 　
■中学校教諭（社会／保健体育）
■高等学校教諭（公民／保健体育）　 
■特別支援教育「知的障害・肢体不自由・病弱」領域

せ　い　　　さ
身近なことから共に生きることを科学する

［共生科学部］
通信制課程

お問い合わせ・資料請求（無料）
0120-82-2686

星槎大学大学院 教育学研究科（修士課程）小学校教諭専修免許状

日本で
唯一！！

www.seisa.ac.jp/検索せいさだいがく

夢を実現夢を実現

星槎大学新規事業開発室［塩谷・吉川・鮎沢］
〒227-8522 横浜市青葉区さつきが丘8-80

学費総額（総費用ー特別奨学費）期間（最短）免許の種類
公民（高校）

保健体育（高校）

（高卒）４年間

（大卒）２年間

（高卒）４年間

（大卒）２年間

1,102,000円（含 教材費）

532,000円（含 教材費）

1,177,000円（含 教材費）

645,000円（含 教材費）

約

約

約

約

プロスポーツの世界の貴重な経験を活かして

モデルA〈星槎大学で学び、企業経験を経てスポーツの経験を活かした指導者に〉

星槎大学で 中学校・高等学校（保健体育）の教員免許 を取得

教員採用試験

星槎大学で スポーツマネジメント を中心に学ぶ

スポーツビジネス

「スポーツマネジメント」「障害者スポーツマネジメント」「スポーツリスクマネジメント」「スポーツ経営管理論」　ほか

「保健体育科指導法Ⅰ」「保健体育科指導法Ⅱ」「教師論」「スポーツ心理学」「スポーツ生理学」「特別活動の指導法」　ほか

通信で保健体育（中学・高校）の
教員免許の取得が可能に！
通信で保健体育（中学・高校）の
教員免許の取得が可能に！

教員として指導者に

星槎大学の卒業と
教員免許の取得
のための費用

プロスポーツ選手及びコーチの皆様へ

（注）学費は事前の一括納入ではなく、受講科目数による年度ごとの納入になります。

年収550万円年収550万円公立高校教員
平均給与額
公立高校教員
平均給与額



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
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株式会社デジタル・アド・サービス
発行日：2014年10月
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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、当振興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

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

7月

６日（日） スポーツフェア
倉田山公園野球場

（三重県伊勢市）

17日（木） 野球力指導アカデミー
電通本社

（東京都港区）

20日（日） トレカフェスタ
浜松町館

（東京都港区）

20日（日）
野球指導者養成・認定制度事業
2014技術セミナーⅡ期東海地区

ミッドランドホール
（愛知県名古屋市）

21日（月・祝） 佐久平少年少女野球道場
佐久市営球場

（長野県佐久市）

23日（水） 平成26年度第２回常務理事会
墨田区総合体育館

（東京都墨田区）

27日（日）
野球指導者養成・認定制度事業
2014技術セミナーⅢ期九州地区

アクロス福岡
（福岡県福岡市）

30日（水）
日本プロ野球OBクラブベースボールサマー
キャンプ in 芦別講師全体会議

当振興会事務局
（東京都墨田区） 

8月

５日（火）〜
７日（木）

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

芦別市民球場
（北海道芦別市）

７日（木）
第17回全国小学生ティーボール選手権大会 
第８回東日本大震災復興支援ティーボール
交流大会

西武ドーム
（埼玉県所沢市）

17日（日） スポーツフェア
森山総合公園野球場

（岩手県金ヶ崎町）

23日（土） 日本プロ野球OBクラブ杯（佐賀）
厳木スポーツ広場ほか

（佐賀県唐津市ほか）

24日（日） スポーツフェア
鶴岡ドリームスタジアム

（山形県鶴岡市）

30日（土） 日本プロ野球OBクラブ杯（佐賀）
厳木スポーツ広場

（佐賀県唐津市）

30日（土） 日本プロ野球OBクラブ杯（宮崎）
久峰総合公園野球場ほか

（宮崎県宮崎市ほか）

31日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（宮崎）
久峰総合公園野球場

（宮崎県宮崎市）

31日（日） スポーツフェア
守山市民球場

（滋賀県守山市）

9月

６日（土）
７日（日）

技術セミナーⅣ期近畿地区
大阪国際交流センター

（大阪府大阪市）

８日（月） 野球事業推進委員会
ＫＦＣホール11Ｆ
（東京都墨田区）

13日（土）
14日（日）

第10回日野原重明カップ
大田スタジアム

（東京都大田区）

14日（日） スポーツフェア
藤枝総合運動公園野球場

（静岡県藤枝市）

19日（金） 伊予銀行　今治支店　講演会
今治国際ホテル

（愛媛県今治市）

21日（日） スポーツフェア
古河市三和野球場

（茨城県古河市）

ようこそＯＢクラブへ！
濱中  治さんが入会しました

野球の楽しさを幼稚園、保育園へ

　引退してからは子どもたちへ直接指導する機会を積極的に求

めて活動しており、毎月一回、小学校への巡回指導を行ってい

ます。指導に赴いて実感しているのは、野球人気の明らかな変

化。最近では、サッカー、テニス、水泳のコーチが幼稚園や保

育園へ赴いていることを聞きました。身体を動かすことで必ず

野球を好きになってもらえるという自負はありますが、野球人

気復活への道のりは直接指導していく積み重ねが重要になって

くると感じていますので、ＯＢ会員の皆さんと一緒に全国へ赴き

貢献していければと思います。

　また、自分自身の指導力向上も今後取り組みたい大きなテー

マです。ＯＢ会員の皆さんの様々な考え、教え方を伺い、素直

な気持ちでどんどん吸収していきたいと思っています。

◆濱中  治プロフィール

1978年７月９日生まれ（36歳）
◦和歌山県田辺市出身　外野手
◦ 南部高校➡阪神➡オリックス➡ヤクルト
◦ 月間MVP、優秀JCB・MEP賞、ファーム日本選手権MVP、 

オールスター1回出場

■新入会員一覧 2014 年 10 月５日 現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション

古溝 克之 阪　神 50 投　手

本郷 宏樹 ヤクルト 38 内・外野手

島谷 金二 中　日 69 内野手

一場 靖弘 楽　天 32 投　手

石井 貴 西　武 43 投　手

戎　信行 近　鉄 42 投　手

岡本 秀寛 ヤクルト 31 投　手

中野 孝征 ヤクルト 70 内野手

吉本　亮 阪　神 44 捕　手

古谷 盛人 中　日 52 捕・内・外野手

藪　恵壹 阪　神 46 投　手

志賀 正浩 中　日 53 投　手

土井　武 ヤクルト 50 投　手

濱中　治 阪　神 36 外野手

佐々木 主浩 横　浜 46 投　手

髙橋 和幸 ソフトバンク 37 外野手

山中　潔 ロッテ 53 捕　手

田口 竜二 ダイエー 47 投　手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

斎藤 誠二 巨　人 2014年６月22日 72 1941

川内 八洲男 中　日 2014年７月２日 70 1945

黒木 基康 大　洋 2014年７月６日 78 1936

菊地 秀之 西　鉄 2014年７月17日 73 1940

中井 康之 巨　人 2014年８月９日 60 1954

香川 伸行 ダイエー 2014年９月26日 52 1961

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。





■ 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。


