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「9ちゃん」

“野球界への恩返し“を
 胸に、新たな躍進へ。

全国アマチュア野球指導者講習会（BCS）
指導者のための講習会がスタート。受講生募集中！
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　2020年。

　あのオリンピックの感動がもう一度、東京

に戻ってきます。

　1964年の東京オリンピックには残念なが

ら私たちの『野球』は正式種目に入っていませ

んでした。

　また、2020年のオリンピックにも当初は

『野球』『ソフトボール』は除外種目となり、失

望の念が強くありました。

　ところが昨年12月８日、モナコで開催され

たIOC臨時総会において、オリンピックの改革

案「五輪アジェンダ2020」が採決。夏季五輪

において28競技の上限を撤廃し、選手数を1

万5000人以内、310種目を上限とした上で

開催都市が実施競技・種目の追加を提案でき

るようになり、これにより日本で要望が高かっ

た野球・ソフトボールの復活や、空手とスカッ

シュの追加が検討されることになりました。

　 野 球 振 興 を第 一 に 考 えると、そ れ はメ

ジャーなスポーツでなければなりません。

　メジャー競技＝オリンピック競技＝ライブ

中継という相関が成り立つと考えます。

　野球を2020年のオリンピックの正式競技

に導くため、そしてその願いが成就し日本人

の期待に応える成績を残してもらうため、当

振興会はなにをすれば良いか考えた時、それ

は、会員の皆さまの『野球界への恩返し』の気

持ちが一番と考えます。

　つい最近までプロ野球出身者は中学校の野

球指導までと限られていましたが『学生野球

資格回復研修』受講後、適性審査を経るとアマ

チュア野球すべての指導が現在では出来るこ

とになりました。

　青少年の育成に正会員の皆さまの野球の技

術はもちろん、野球を通じて学んだ『人生観』

を指導に組み入れ、日本の国技と言われる野

球競技が最も高い位置でメダルを取れるよう

後押ししようではありませんか。

　最後に、正会員の皆さまそして賛助会員の

皆さまに、今年も旧年以上、当振興会にご指導

ご鞭撻いただけますよう宜しくお願い申し上

げます。

　2014年12月2日（火）に東京

ドームホテルにて『設立20周年記

念式典』、『平成26年度感謝の集

い』を開催いたしました。OB、賛助

会員、お客様約350人が集い盛会

のうちに無事終了しました。

　設立20周年記念式典では、当

振興会の事業に多大なる協賛を

いただいております5団体、毎年5

月に行われている「全国少年少女

野球教室」に講師として皆勤され

た方、「全国都道府県代表幹事」を

第１期から第9期まで勤められた

OB会員皆様を表彰。最後にはピア

ニスト・水岡のぶゆきさん、歌手の

CAMARUさんによる記念演奏で

締めくくられました。

　その後行われた感謝の集いで

は東京ドームホテル自慢の料理を

ご賞味いただきながら、早稲田大

学応援部チアリーダーズなどが登

場する華やかなパーティとなりま

した。また、末次利光さん（元巨人）

をプレゼンターに招き、豪華賞品

を多数揃えた大抽選会も開催。拍

手や歓声と共に、大変盛り上がり

ました。多くの皆さまに参加いた

だき、ありがとうございました。

　上記のとおり、理事会において本年度の上期財務状況の報告がなさ

れ、また平成27年度の事業計画の立案及び公益目的事業の拡大に向け

た中長期計画が話し合われました。

　公益法人に移行したこの3年間で、法人の財政基盤を整えることがで

きる状況となりました。4年目を迎える平成27年度は、“2020Tokyo”

を視野に入れた野球の隆盛に貢献していく活動を計画していきます。

　理事会では、今後も審議を重ね、3月の来年度事業計画の成立を目指

します。

　全国各地区から代表幹事が集い、年に一度の全体会議を開催しました。

平成27年5月10日（日）に開催する全国少年少女野球教室の準備をはじ

め、キッズ・ベースボール・プログラムの事業報告や、講習会の実施報告な

どを行い、野球振興事業のさらなる活性化のため情報交換を行いました。

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

INFORMATION

平成26年度 第3回理事会 平成26年度　都道府県代表幹事会

開催日：平成26年12月3日（水）

議　案： 

第1号議案　 平成26年度財務状況報告に関する件／承認可決

第2号議案　 平成27年度事業計画及び収支予算原案に関する件
／承認可決

第3号議案　 公益目的保有財産の使途に関する件／継続審議

第4号議案　 諸規程の一部変更に関する件／承認可決

開催日：平成26年12月2日（火）

議　題： １．野球教室関連事業の報告・提案事項

 　  ①第21回全国少年少女野球教室

 　  ②野球教室の創出（キッズ・ベースボール・プログラムの報告）

 ２．指導者講習会関連事業の報告・提案事項

 　 　アマチュア野球指導者講習会ほか

 ３．指導力向上のための資格制度の報告事項

 　  ①野球指導者養成・認定制度事業

 　  ②本年度の学生野球資格回復制度の進捗

 　  ③NPB/BFJ指導者講習会（NPB公認指導者養成制度）

 ４．プロ野球出身者の入会促進の報告・提案事項

設立20周年記念式典・感謝の集い
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～ 学生野球資格回復から学生指導までの道のり ～

学生野球資格回復研修制度TopicsTopics 02

　元プロ野球関係者が学生野球（大学・高校）を指導する

ための研修会が今年も終了しました。２年目となった今

年の研修会では、260人の元プロが参加。学生野球の世

界へ新たな活躍の場を拡げています。

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）

大阪会場11月29日（土）/東京会場11月30日（日）
　12：00～12：10　【開  会】
　12：10～13：00　【研修1】　『学生野球とプロ野球の関係～プロアマの歴史・経緯』
　13：10～14：10　【研修2】　『指導者の役割』
　14：20～15：30　【研修3】　『高校生のからだの特性とケガ予防』
　15：40～16：10　【研修4】　『新人獲得ルール内容に関する説明』
　16：10～16：20　連絡事項
　16：20～16：50　小テスト

　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

学生野球指導登録届Step. 4

全日本大学野球連盟
各都道府県高野連　登　録資 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 学生野球資格認定後の活動について必要な事項を
随時掲示板で紹介しています。

「学生野球資格認定者の取扱について」
　•全国野球振興会　http://www.obclub.or.jp

「学生野球資格回復研修制度」
2014年度研修会が終了しました。

260人が参加。
新たな躍進へ！

第１日　東京会場12月13日（土）／大阪会場12月20日（土）
　 9 ：30  【講座1】　学校における部活動の位置づけ概論
　10：15 【講座2】　学校長の権限と許諾、承認の必要な事項
　11：00 【講座3】　留意すべき教育的配慮の事例①
　12：00 　休　憩
　12：45 【講座4】　大学野球の指導に関する留意点①
　13：45 【講座5】　大学野球の指導に関する留意点②
　14：35 【講座6】　対外試合に関する留意事項
　15：50 【講座7】　安全対策、危機管理と健康上の留意事項
　16：30 　アンケート記入、解散

　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
回復審査委員会

学生野球資格回復

申　請研 修
修了者

　学生野球適性審査申請　学生野球適性審査申請　学生野球適性審査申請Step. 3
[Step.2] の学生野球研修会を修了した方は、日本学生野球協会へ

「適性審査申請書」を提出することになります。
（提出書類） ●学生野球適性審査申請書　●履歴書
 ●プロ野球球団退団証明書
※ 最初の審査は1月下旬に実施予定。

2月以後の審査は、申請のあるごとに実施されます。

[Step.3] で学生野球資格を回復した方は、各連盟に自身の指導プロ
フィールを登録することになります。

（提出先） ●大学指導希望の場合⇒全日本大学野球連盟
 ●高校指導希望の場合⇒指導を希望する各都道府県高野連

第２日　東京会場12月14日（日）／大阪会場12月21日（日）
　 9 ：15 【講座8】　留意すべき教育的配慮の事例②
　10：45 【講座9】　留意すべき教育的配慮の事例③
　12：00 　休　憩
　12：45 【講座10】　試合プレイ上での留意事項
　14：00 【講座11】　部活動周辺の各種団体との留意事項
　15：30 　事務連絡
　16：00 　解　散
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【指導者の役割】
　現在、山口県早鞆高校で監督を務める大越 基さん

（元ダイエー）を講師に招きました。
　大越さんは、「高校野球は教育の一環であるこ
と」、「体罰の厳禁」、「徹底した安全管理」、「地域へ
の社会貢献」、「元プロとみられることへの期待と
その反動」など、実体験に基づくフレッシュでリアリ
ティあふれる論調を展開しました。大越さんの強い
メッセージに受講者は引き込まれ、学生野球を指導
することへの想いを新たにしたことと思います。

      　  石井 丈裕（元西武） 

　僕らにとって当たり前のことが学生野球に

とっては当たり前でないこともあるんだとわかり

ました。こういう勉強がないと資格回復したとし

ても、明らかにルール違反を犯してしまっていた

と思います。

　特に大越さんの講義は、本当に参考になりまし

た。指導の上で安全確認を怠ったわけではないけ

れど、もしもの時に起こる怪我が将来ある子ども

たちの夢を絶ってしまう。心の緩みではないが、

大丈夫だろうという思い込みが大きな事故につ

ながってしまうので慎重に慎重にやっていかな

くてはと思いました。

受講者の声
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元プロ野球関係者を対象とした指導者講習会は、従来下図の「A]「B」

「C」がありましたが、この度、「NPB講習会」（B)が「BCC」（D)に移行統

合されることになりました。BCCは、野球界の各団体が枠を超えて共同

で指導力向上を目指す講習会です。NPB講習会のBCCへの統合は、野球

界全体の「指導者養成制度」確立への第一歩です！！

「NPB 講習会」が「BCC」へ移行統合されました。
プロとアマの団体が連携して指導力向上を目指す。
野球界、共通指導者養成制度の確立へ！
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　2014年度 野球指導者講習会［BCC］　BASEBALL COACHING CLINIC

NPB公認
指導者 

軟式野球指導員

軟式野球コーチ

日本野球機構（NPB）公認資格 日本体育協会公認資格
元プロを対象とした資格。学生野球資格

回復者が取得すると、日本高野連HP「学

生野球資格回復者一覧」の中で、「NPB

公認指導者」として公示されます。

監督として国体に参加する際に必要な指導者資格の
内、軟式野球の「専門科目」を修了することができます。
※ 資格取得には、「専門科目」のほかNHK通信講座や各

都道府県体協等で実施されている「共通科目」を修
了しなくてはなりません。

取得できる資格

OBクラブの「野球技術指導員登録証」を
取得されている方は、3日目18日（日）の
実技講習が受講免除となります。

主　催 ： 一般社団法人日本野球機構、 一般財団法人全日本野球協会
期　間 ： 2015年1月16日（金）・17日（土）・18日（日）
会　場 ： 幕張メッセ（千葉市美浜区）
対　象 ： 20歳以上の野球指導者、または指導者を志す者
受講料 ： 5,000円（懇親会参加希望者は別途3,000円）

A 学生野球資格回復研修会

移行統合　
B ➡Ｄ  へ

取得資格 学生野球資格

学生野球資格回復を目指す元プロのための研修会

プロ研修／学生野球研修

B CNPB講習会 技術セミナー

取得資格 NPB公認指導者 取得資格 OBクラブ技術指導員

元プロのための指導力向上を目指した講習会

※ 学生野球資格回復者一覧の公示の中で
「NPB公認指導者」として紹介有

OB相互の指導力向上を目指した勉強会

※ 取得者は、「B」「D」の実技受講免除

受講対象：元プロ 受講対象：元プロ

★1　 元プロを対象とした資格。
★2　 日体協付与資格。監督として国体に参加する際に必要な指導者資格。BCC

では、軟式野球の「専門科目」を修了することができる。
※ 本資格取得には、「専門科目」のほかNHK通信講座や各都道府県体協等で実

施されている「共通科目」を修了しなくてはならない。

D BCC （BASEBALL COACHING CLINIC）

取得資格 NPB 公認指導者（★1）

取得資格 全日本軟式野球連盟・指導員／コーチ（★2）

すべての指導者のための指導力向上を目指した講習会
主催：NPB／BFJ
※BFJ＝全日本野球協会 受講対象：全野球指導者

受講対象：元プロ

■ 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
14-0285 2014.10.1 木村　昌広 中　日
14-0286 2014.10.1 藤澤　哲也 南　海
14-0287 2014.10.1 木村　茂 ダイエー
14-0288 2014.10.1 中原　勇 日本ハム
14-0289 2014.10.1 田中　力 ロッテ
14-0290 2014.11.1 山田　勉 南　海
14-0291 2014.11.1 山下　慶徳 ヤクルト
14-0292 2014.11.1 山田　和英 阪　神
14-0293 2014.11.1 桜井　広大 阪　神
14-0294 2014.12.1 上田　二朗 阪　神
14-0295 2014.12.1 江渡　辰郎 近　鉄
14-0296 2014.12.1 木村　一喜 広　島
14-0297 2014.12.1 髙橋　功一 オリックス
14-0298 2014.12.1 田中　昌宏 阪　神
14-0299 2014.12.1 平田　恒男 中　日

※　 「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
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全国アマチュア野球指導者講習会（BCS）
2014年度、最初の開催会場は北信越地区の松本市野球場（長野県松本市）

ほかの会場は2月以降予定で受講者募集中!!
　本年度のスタート会場は長野県の松本市野球場。11月30日（日）に

開催し、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）が担当しました。

　遠藤さんが受講者にお話ししたのは、キャッチボールをするときの

意識の徹底。『ただ投げて、ただ捕る』を繰り返すのではなく、『どこに投

げる』『次の動作に繋げるために、どのように捕る』などの意識を持ち、

キャッチボールすることで野球技術は上達すると伝えました。

　ほかの会場は右表の日時、場所、担当講師で予定しています。最新の

情報はOBクラブのホームページに掲載します。

● 開催概要

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

協　　力 ：　 一般社団法人日本野球機構、一般財団法人全日本野球協会

公益財団法人全日本軟式野球連盟

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。
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広澤さんは松本市野球場にて打撃の講習を担当

敬称略

※関東、中四国、九州地区は開催調整中

NO 地区 開催地 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

2月22日（日）

投手：三井　浩二

捕手：市川　和正

守備：高橋　雅裕

打撃：得津　高宏

2 東　北

青森県八戸市

八戸市屋内

トレーニングセンター

2月7日(土)

投手：八木澤 荘六

捕手：定詰 　雅彦

守備：佐藤　洋

打撃：高橋　慶彦

3 東　海

静岡県静岡市

草薙総合運動場

屋内運動場

2月1日(日)

投手：遠山　昭治

捕手：川越　透

守備：仁志　敏久

打撃：石毛　宏典

4 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)

10：00～15：10

投手：遠藤　一彦

捕手：堀場　秀孝

守備：上川　誠二

打撃：広澤　克実

5 近　畿

兵庫県西宮市

阪神甲子園球場

新室内練習場

2月14日（土）

投手：大門　和彦

捕手：元田　昌義

守備：岡　義朗

打撃：岡部　明一
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会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

群 馬
（第２回）

11/1、2 前橋第五 前橋第一
桂 萱
木 瀬

栃 木
（第４回）

11/2、3

Aリーグ
城 山 陽 北 若松原

Bリーグ
旭 宝 木

姿 川
本 郷

長 崎
（第６回）

11/8、9 三 会 岐 宿
郡

明 峰

福 岡
（第６回）

11/8、15 次郎丸 香椎第三
内 浜
槻 田

鹿児島
（第５回）

11/22、23 谷 山 谷山北
天保山
桜 丘

大 分
（第５回）

11/29、30 豊 陽 緑ヶ丘
中 津
城 北

埼 玉
（第２回）

11/29、
12/6 小手指 柳 瀬

安 松
向 陽

熊 本
（第５回）

12/6、7 託 麻 八代第二
不知火
山 鹿

千 葉
（第３回）

12/6、14、21 和名ヶ谷 河原塚
第 一
六 実

岡 山
（第１回）

12/21、23 中 山 操南
高 松
御 津

日本プロ野球ＯＢクラブ杯後　援 ： 帝 京 大 学　

　中学校・地域住民、OB会員とで作り上げるOBクラブ杯の

昨年11、12月開催分は下表10会場。新規開催となる岡山県

大会は中山中学校が初代王者となりました。

11・12月開催報告

大会結果

　2014年11月9日（日）、神明障がい福祉施設（東京都

足立区）の施設祭に、末次利光さん（元巨人）、松沼博久

さん、松沼雅之さん（ともに元西武）が訪問。施設に通所

される方々や地域住民の皆さんと『ストラックアウト』の

ゲームやサイン、質疑応答などを行い、楽しい時間を過

ごしました。

社会貢献事業
OBの末次さん、松沼兄弟が
障がい福祉施設祭に参加
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長
崎
会
場

鹿
児
島
会
場

福
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会
場

群
馬
会
場

埼
玉
会
場

障害者スポーツ事業



　2015年度の全国少年少女野球教室の開催日が5月10日（日）に決

定しました。

　第20回記念でもあった2014年度は、400名のOBの皆さまがご指

導くださいました。今年度もひとりでも多くの参加者が「楽しい1日だっ

た！」と言ってくれるような野球教室になるよう準備して参りますので、

OBの皆さまのご協力を何卒よろしくお願いいたします。

第21回全国少年少女野球教室

in 新島村
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　2014年11月11日（火）、明治神宮外苑軟式野球場

にて第8回パワーズ野球交流会が開催され大矢明彦さん

（元ヤクルト）、石毛宏典さん（元西武）、与田剛さん（元

中日）がご指導くださいました。

　参加者は野球愛好家の税理士の先生方100名ほど。

気温が低い早朝にも関わらず、みなさんウォーミング

アップをして元気いっぱいです。

　午前9時、3名の講師が登場すると、そのユニフォーム

姿に歓声が上がり、開始から大変な盛り上がりでした。

　各講師に教えてもらう参加者の目は、憧れのプロ野

球選手に手取り足取り教えてもらう間、終始キラキラし

ていて、全員が完全に野球少年になっていました。

　講師の教えを一言一句聞き逃すまいと真剣に耳を傾

け、ボールの握り方、投げ方、捕り方、打ち方を教えても

らったらすぐにやってみるという積極的な姿勢がとて

も印象深い野球教室でした。

名　称：第８回パワーズ野球交流会

主　催：株式会社パワーズアンリミテッド

　7月から11月まで11会場で開催された2014年度スポーツフェア

も、最後の佐賀県多久市会場をもって全日程を無事終了いたしました。

全ての関係者の方々に心より感謝申し上げます。

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

　2014年11月8日（土）、

9日（日）、東京都新島村で

野球教室を行いました。

　新島村の野球少年少女

40名が、2日間にわたっ

て講師5名による指導を

受けました。

　捕手の杉山直樹さん

（元巨人）がピッチャー、内野手の小早川毅彦さん（元広島）がキャッ

チャーを務める貴重なバッテリーに参加者がバッターで挑戦するアト

ラクションもあり、プロ野球選手に会う機会が少ない新島村の方々に

とても喜んでいただきました。

名　称：子どもの競技力向上スポーツ教室事業

主　催：新島村、新島村野球連盟

パワーズ野球交流会 大人向け野球
教室！

スポーツフェア 野球教室

2015年5月1
0日（日）開催！！



日本プロ野球ＯＢクラブ

近畿地区で始まった幼児を対象とした野球教室

日本プロ野球ＯＢクラブ

東京ベースボールスクール

キッズ・ベースボール・プログラム

チャリティーゴルフコンペ

　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した。

　本年度は会場である明治神宮室内

球技場の人工芝張替により、一部開催曜日を変更して開催しました。

対象競技：硬式野球

教室期間：2014年12月5日（金）～2015年１月26日（月）

※毎週月曜日及び金曜日　17：30～21：30　合計10回

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、今春

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）

参加人数：12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（元巨人）

 【メンタルコーチ】 武野顕吾（元横浜）

　本年度も5会場にてチャリティーゴルフコンペを開催しました。

　チャリティーオークション、ホールなどで得た浄財は、各地の野球

振興などに活用をさせていただきます。

　本年度も多くの皆さまにご参加をいただき誠にありがとうござい

ました。

　ご協賛、ご協力をいただきました関係者の皆さまに厚く御礼申し上

げます。

（協賛） ㈱エポック社、ダンロップスポーツ㈱、アサヒ飲料㈱、㈱オニザキ
コーポレーション、㈱コラントッテ、㈱デサント、ミズノ㈱、㈱久保田
運動具店、㈱ナイキジャパン、㈱メガスポーツ（スポーツオーソリ
ティー）、㈱プロスパ、㈱ニューヨーカー

（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 D e N A 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㈱

●第21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
・日　　時：2014年10月27日（月） 晴天
・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：当振興会会員49名、賛助会員・一般他118名　合計167名
・チャリティー先：「東日本大震災復興支援事業」へ412,000円

●第15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：2014年11月19日（水） 晴天
・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：当振興会会員17名、賛助会員・一般他86名　合計103名
・チャリティー先：「ＮＰＯ法人九州車いすテニス協会」へ150,000円
・飯塚国際車いすテニス大会：http://japanopen-tennis.com/

●第9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：2014年12月4日（木） 雨
・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：当振興会会員20名、賛助会員・一般他64名　合計84名
・チャリティー先：「大阪市中学校体育連盟軟式野球部」へ241,000円

●第3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：2014年12月10日（水） 晴天
・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：当振興会会員19名、賛助会員・一般他98名　合計117名
・ チャリティー先：「多治見市軟式野球連盟、可児市スポーツ少年団ほか」へ

260,000円（他団体については次号にて発表させていただきます。）

●第3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：2014年12月16日（火） 曇り
・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：当振興会会員22名、現役選手：2名、賛助会員・一般他112名　合計136名
・チャリティー先：「広島双葉ライオンズクラブ」へ459,000円
・広島双葉ライオンズクラブ：http://www.futabalc.sakura.ne.jp/
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　元プロ野球選手の学生野球

資格回復が進む中、滋賀県高等

学校野球連盟主催「平成26年度

リーダー研修会」における「シン

ポジウム」に講師を派遣しまし

た。加盟全53校から野球部員が

参加。事前に質問事項などのア

ンケート調査を行い日頃から練習で悩んでいる課題に対して講師も

実技を交えて指導。熱いシンポジウムとなりました。

名　　称：滋賀県高等学校野球連盟主催　平成26年度リーダー研修会

日　　時：2014年12月14日（日）9：20～16：50

会　　場：近江兄弟社高等学校

参 加 者：滋賀県高等学校野球連盟加盟53校、主将及び主力選手106名

講　　師： 岡　義朗（元阪神）、下田充利（元日本ハム）

西村高司（元巨人、現長浜高等学校野球部監督）

　野球を大好きになる子どもたちを増やそう！　その活動の一つとし

て、幼児を対象としたキッズ・ベースボール・プログラムが、昨年11月か

ら近畿地区を対象に始まりました。

　1月までに奈良、和歌山、京都、大阪の各府県の代表幹事を中心に、幼

稚園、保育園を訪問し、４、５歳児を対象に１～２時間程度の野球教室を

行っています。

　推進役の和歌山県代表幹事（理事）の木村竹志さん（元西武）が各府県

を巡回して指導方法を伝授、準備運動、ボールを転がして捕る練習、バッ

トを振ってボールを打つ練習ののち、特別ルールのミニゲームも行って

います。打ったボールに守備側の園児が群がるのはご愛嬌ですが、投げ

る、打つ、走るを体

験できるプログラ

ムとして、園の先

生からも評価をい

ただいています。

　道具は、ティー

ボールの幼児用

を使用。安全にも配慮して行っています。現在、トライアル期間として実

地での指導を積み上げ、事業化を目指していきます。指導内容について

は、いずれ本誌でもリポートする予定です。

滋賀県高等学校野球連盟事業
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特別連載
Vol.23 1950年代のプロ野球

スタルヒン（トンボ）ユニホーム

　1950年、セ、パ両リーグによる2リーグ制がスター
トしましたが、現在のように6球団ずつではなく、セ8球
団、パ7球団での船出で、1950年代は球団数の変動が
続きます。
　51年2月にはセの西日本パイレーツが、パの西鉄ク
リッパースと合併し、西鉄ライオンズとなります。続い
て、53年1月には松竹ロビンスが大洋ホエールズと合
併、大洋松竹（洋松）ロビンスとなり（※1）、セ・リーグは
6球団となります。
　7球団のパ・リーグは日程編成上の都合の悪さもあ
り、リーグ総裁の永田雅一氏（大映スターズオーナー・
1988年野球殿堂入り）主導のもと、新球団創設に動き
ます。54年、高橋ユニオンズ（※2）が誕生し、パ・リー
グは8球団となります。高橋ユニオンズは55年にはト
ンボ鉛筆の援助を仰ぎ、トンボユニオンズと改称、56
年には高橋ユニオンズに戻るなど資金的にも行き詰ま
り、57年2月には大映スターズと合併し大映ユニオン
ズになりました。その大映が、同年11月に毎日オリオ
ンズと合併し毎日大映（大毎）オリオンズとなります。
58年からパ・リーグも6球団となりました。

　同年には長嶋茂雄選手、杉浦忠投手が、翌年には王
貞治選手がプロ入りし、プロ野球はセ・パ12球団体制
で黄金時代を迎えることになります。そして来る2015
年シーズンで、12球団体制は58年目を迎えます。
　写真は55年、ヴィクトル・スタルヒン投手（トンボユ
ニオンズ・1960年野球殿堂入り）のユニホームです。
スタルヒン投手は、この年プロ野球初の300勝を達
成、その際に着用していたビジター用ユニホームです。
当時は39年の勝利記録が42勝から40勝に修正され
ていたため、300勝の達成試合は9月4日の大映戦（西
京極球場）でしたが、後に修正が取り消された経緯があ
り、7月28日の近鉄戦（川崎球場）が300勝達成試合と
なります。高橋球団はわずか3年の活動でしたが、最初
の300勝投手が誕生した球団としても球史に名を残し
ています。

※1　 54年12月には松竹が撤退、名称は大洋ホエールズ
に戻った。

※2　 大日本麦酒社長（後のアサヒビール、サッポロビー
ル）で、日本商工会議所会頭や通産大臣を務めた高
橋龍太郎氏をオーナーに創設された。

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

社会貢献事業

トレカフェスタ 日本プロ野球ＯＢクラブ設立
20周年記念カードセット

　世界では年間約660万人、5秒に1人の乳幼児

が命を落としています。この現状に少しでも力に

なりたいと、4年連続で参加しているのがこのキャ

ンペーンです。今回は2014年12月23日（火・

祝）、八木澤 荘六さん（理事長、元ロッテ）、松沼雅

之さん（元西武）、斉藤秀光さん（元横浜）、萩原多

賀彦さん（元ヤクルト）の4名が、JR有楽町駅前広

場にて募金活動を行いました。

　2014年12月23日（火・祝）今年も

カードファンや野球ファンがたくさん

集まるイベント「トレカフェスタ！東京

2014Winter」に参加させていただき、当

振興会の賛助会員ご入会・更新の受付活

動をしました。前回まで行ったアンケート

調査にて皆さまからお寄せいただいたご

要望にすこしでもお応えできたのでしょ

うか、過去最高の申込みを承ることがで

きました。本当にありがとうございます。

皆さまの貴重な会費は当振興会の野球振

興普及活動のチカラとなっております。

　今回のスペシャルステージショーには

東尾 修さん（元西武）が参加し大変盛り

上がりました。

　またこのようなイベントチャンスにて

たくさんの野球ファンの方とご縁がもて

ますことを楽しみにしております。

　前号でもお知らせしたとおり、当振興

会の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　第２集」（制作・販売

＝エポック社）」は、2014年12月27日に全国で発売。「トレカ

フェスタ！」では先行販売もされました。野球殿堂入りした往年

のプレーヤーなど、各球団、年代などを考慮しながら選考した

もの。カードセットに直筆サイン２種が入り、本体価格9,800円

（税抜）。賛助会員入会促進の一助としても、販売されていま

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

です。（商品内容の詳細は、当振興会ＨＰ

をご参考ください）

第36回 ユニセフ 
ハンド・イン・ハンド募金キャンペーン

セ・リーグ パ・リーグ
1950 8 7
1951 7 7
1952 7 7
1953 6 7
1954 6 8
1955 6 8
1956 6 8
1957 6 7
1958 6 6
1959 6 6

球団数の推移
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チャリティー事業

　2014年12月23日（火・祝）今年も

東京 2014 Winter

野球ＯＢクラブ設立20周年記念カード　第２集」（制作・販売

第２集 発売!!



 映 画 『アゲイン 28年目の甲子園』

　前号でご紹介し

た映画『アゲイン 

28年目の甲子園』

（配給・東映）が1

月17日より封切

りされ、現在、全国

の映画館で鑑賞い

ただけます。

　公開に先立ち、2014年12月11日（木）に丸の内東映

（東京・有楽町）において、特別試写会があり、出演者の

中井貴一さん、柳葉敏郎さん等の舞台あいさつに、駆け

付けた当振興会会員の松沼博久さん、雅之さん兄弟（元

西武）、小早川毅彦さん（元広島）、駒田徳広さん（元巨人）

も壇上に上がり、ＯＢを代表して八木澤荘六理事長から鑑

賞した感想と絶賛のコメントがありました。

　ＯＢの方が２名出演。どのシーンに、どの人が…そんな

楽しみ方もあるかも？　白球を追った青春時代を過ごし

た中年サラリーマンが、人との出会い、仲間との絆で、か

つて「ある出来事」で夢破れた甲子園球場での試合を目

指すというストーリー。押入れ、物置にしまっていたグラ

ブを取り出してキャッチボールをしたくなる、あるいはか

つての旧友が懐かしくなる、そんな作品です。当振興会の

スローガン「野球界への恩返し」を掲載した特製ポスター

登場。ぜひ、ご家族、野球仲間との鑑賞をお勧めします。

特別試写会にＯＢも登場、エールを送る！

©重松清／集英社　©2015「アゲイン」製作委員会
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　プロ野球ファンには欠かせない豪華永久
保存版、いよいよ完成！
　1934年、「大日本東京野球倶楽部」が発足
してから今年で80年。稀代のヒーローたち、
忘れえぬ名場面、名勝負、激動の事件簿など、
プロ野球80年のすべてを、数万点から選りす
ぐった秘蔵写真と記録、文章で完全網羅しま
す！　
　チーム別レギュラーシーズンの戦いの歴
史をはじめ、勝敗表、出来事、トピックス、クラ
イマックスシリーズ、日本シリーズ、個人タイ
トルホルダー、ベストナイン（顔写真付き）、
クロニクル、世相、アマチュア野球まで。プロ
野球の歩みを1冊とDVD-ROMに凝縮した1
冊。ページを開くごとに当時の思い出が蘇る
ことでしょう。

　本誌Vol.63をお届けした際に、別紙にてご
案内しましたとおり、この書籍を正会員、賛助
会員の皆様を対象に特別価格でお買い求め
いただけます。
　定価25,000円（税抜）のところを特別価格
20,000円（税抜）で購入いただけます。特別
販売の対象期限は、本年2月28日までに当振
興会事務局までお申し込みいただいたもの
に限ります。（お支払い期限は3月末日まで）。
　お申し込みは、事務局へのお電話（03-
3626-8911）またはFAX（03-3626-
8912）で、お名前、ご住所、電話・FAX番号、購
入冊数をお申し出ください。折り返し、申し込
み確認書（代金支払い方法を含む）を事務局
からお送りします。この機会にぜひご利用く
ださい。

（ベースボール・マガジン社刊）

『日本プロ野球80年史』

A4判上製・豪華化粧箱入り
歴史編（書籍864頁）と記録編（DVD-ROM1枚）のセット
ISBN 978-4-583-10668-7　C2075

A4判上製・豪華化粧箱入り

受付終了
間近!！

お申し込
みはお早

めに！

【申込方法】

① 所定の申込用紙（会報誌同封）に必要事項を記入の上、事務局まで郵送

またはFAXにてお申し込みください。

メール（info@obclub.or.jp）に必要事項を送信いただいても結構です。

② 請求書を同封の上、ご指定の住所に商品を送付いたしますので、

期日までにお支払いの手続きをお願いいたします。

・支払方法：銀行振込

・支払期限：2週間以内

OBクラブでは、オリジ
ナル商品の販売を行っ

ています。

コレクション用や贈答
用に是非ご利用くださ

い。 まとめ買い大歓迎
です！！

Shopping Corner
ショッピングコー

ナー

絶賛上映中

★ ロゴ入りサインボール 500円（税抜）
★ ロゴ入り色紙 300円（税抜）

　 ※別途送料一律500円（税抜）を申し受けます。

正会員・賛助会員向け特別販売



〒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.64 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、２月27日

（当日必着分）。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。

OBの直筆サインボール

応 募 方 法

OB直筆サイン色紙 （各１名様）

OB直筆サインボール （各１名様）

Present Corner プレゼントコーナー

OBの直筆サイン色紙 色紙はロゴ箔押し＆判押しのオリジナル

当 選
高確率

!!
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　プロ野球界には本来の『お正月』とは異なる

『お正月』が二つありますね。

　一つは『キャンプ初日』。昨シーズンの成績

は全て『リセット』し、思いを新たにシーズン

を無事に乗り越えるため、身体を鍛える日。

もう一つは『シーズン開幕日』。こちらも新し

いシーズンを迎えるにあたって大切な日と

なります。

　この号がお手元に届く頃は、これからいよ

いよキャンプという時期ですね。正会員の方

は、キャンプにはいろいろな『思い出』がある

と思います。

　今でこそ多数の球団では、この時期に温

暖な気候である『沖縄』でのキャンプが主流

となりましたが、私が在職していた球団はそ

の昔静岡・草薙球場、ファームは焼津。

　どちらも、暖かい日もありましたが、寒い

日のイメージが残っています。

　またキャンプ初日の、打撃練習は『ニュー

ボール』。新人選手がフリーバッティングでの

打球の飛ぶこと、飛ぶこと。オーバーフェンス

は当たり前状態。なかには場外も…。

　でも、ベテラン選手はなぜか悠然と見守っ

ていることに違和感がありましたが、その

答えは、キャンプが進むにつれ判ってきまし

た。

　昨年12月２日に当振興会の『設立20周年

記念式典』と『平成26年度・感謝の集い』を東

京ドームで開催いたしました。

　昨年より約40人多い約350名の方にご出

席いただきました。特筆すべきは、正会員の

方が昨年より約30名も増えたことです。

　記念式典もあり、一つの節目の年であった

こともあるでしょうが、当振興会の活動・事

業が皆さんにより一層、認めていただいてい

ると感じた次第です。

　最後に、最近では『育成ドラフト』という制

度があり、育成選手から支配下選手登録さ

れ、大活躍しています。

　当振興会では、昨年10月に橋本圭史（よし

ふみ）君（25）を職員として採用し、総務部に

配属しました。今まで４年間は『アルバイト』

いわば『育成選手』でしたが、今度は支配下

選手となった形です。

　現在率先して電話応対しています。皆さま

の声で大活躍出来るよう、ご指導をお願いい

たします。

　記念式典もあり、一つの節目の年であった
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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
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日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

10
月

3日（金）～5日（日） 東日本大震災復興支援活動2014
～中学校応援プロジェクト（岩手・気仙地区）～ 住田町運動公園野球場ほか

4日（土）陵南公園少年少女野球教室 都立陵南公園野球場（東京都八王子市）
5日（日）スポーツフェア アグリあなんスタジアム（徳島県阿南市）
6日（月）近畿地区ブロック会議 大阪国際会議場（大阪市北区）

16日（木）関東地区ブロック会議 後楽園飯店（東京都文京区）
23日（木）北信越・東海地区ブロック会議 安保ホール（愛知県名古屋市）
24日（金）中国・四国地区ブロック会議 アークホテル広島駅南（広島県広島市）
25日（土）日弁連野球大会　講演会 岩手県営野球場（岩手県盛岡市）

27日（月）第21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）

29日（水）北海道・東北地区ブロック会議 TKP仙台カンファレンスセンター
（宮城県仙台市）

11
月

1日（土）2日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（群馬） 下増田運動野球場ほか
（群馬県前橋市ほか）

2日（日）3（月・祝） 日本プロ野球OBクラブ杯（栃木） 出場校のグラウンド（栃木県）
2日（日）スポーツフェア 大原公園運動広場野球場（長崎県壱岐市）

3日（月・祝）日本体育協会公認コーチ養成講習会 志太スタジアム（静岡県伊豆市）
4日（火）キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 五條市立牧野保育所（奈良県五條市）
6日（木）キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） ぶっとく幼稚園（和歌山県有田市）

8日（土）9日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（長崎） 諫早市営野球場ほか（長崎県諫早市ほか）
8日（土）15日（土） 日本プロ野球OBクラブ杯（福岡） 原中学校ほか（福岡県福岡市ほか）
8日（土）9日（日） 子どもの競技力向上スポーツ教室事業 いきいき広場（東京都新島村）

9日（日）
障がい福祉施設祭 神明障がい福祉施設（東京都足立区）
スポーツフェア 西崎球場（沖縄県糸満市）

11日（火）パワーズ野球交流会 明治神宮外苑軟式球場（東京都新宿区）
16日（日）スポーツフェア 三原市民球場（広島県三原市）
18日（火）キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 有田川町立御霊保育所（和歌山県有田郡）

19日（水）
第15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）

キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 里の西保育園（京都府城陽市）
21日（金）第10期財務委員会第1回会議 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

22日（土）23日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（鹿児島） 出場校のグラウンド（鹿児島県ほか）

26日（水）
平成26年度第3回常務理事会 グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）
キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 関屋保育所（奈良県香芝市）

27日（木）
キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 五條市立宇智野保育所（奈良県五條市）
キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 堺市立東陶器保育所（大阪府堺市）

29日（土）30日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（大分） 平成の森野球場ほか（大分県宇佐市ほか）

29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

（埼玉県狭山市）
学生野球資格回復研修会（プロ研修会）大阪 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市）

30日（日）
学生野球資格回復研修会（プロ研修会）東京 日体大世田谷キャンパス（東京都世田谷区）
全国アマチュア野球指導者講習会 松本市野球場（長野県松本市）
スポーツフェア 多久市民球場（佐賀県多久市）

12
月

1日（月）
キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 西大和保育園（奈良県北葛城郡）
キッズ・ベースボール・プログラム（近畿地区） 有田川町立藤並保育所（和歌山県有田郡）

2日（火）
平成26年度都道府県代表幹事会

東京ドームホテル（東京都文京区）日本プロ野球ＯＢクラブ設立20周年記念式典
平成26年度　感謝の集い

3日（水）平成26年度第3回理事会 後楽園飯店（東京都文京区）

4日（木）第9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）

5日（金）日本プロ野球ＯＢクラブ（１回目）
東京ベースボールスクール 明治神宮室内練習場(東京都新宿区)

6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
（埼玉県狭山市）

6日（土）7日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（熊本） 出場校のグラウンド（熊本県）

7日（日）平成26年度ジュニアスポーツの
育成と安全・安心フォーラム

品川プリンスホテル
（東京都港区）

6日（土）14日（日）
21日（日） 日本プロ野球OBクラブ杯（千葉） 出場校のグラウンド

（千葉県松戸市）

10日（水）第3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）

12日（金）日本プロ野球ＯＢクラブ（2回目）
東京ベースボールスクール 明治神宮室内練習場(東京都新宿区)

13日（土）14日（日） 学生野球資格回復研修会（アマ研修会）東京 明治大学駿河台キャンパス（東京都千代田区）

14日（日）滋賀県高等学校野球連盟　
平成26年度リーダー研修会

近江兄弟社高等学校
(滋賀県近江八幡市）

16日（火）第3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

鷹ノ巣ゴルフクラブ
（広島県廿日市市）

19日（金）日本プロ野球ＯＢクラブ（3回目）
東京ベースボールスクール 明治神宮室内練習場(東京都新宿区)

20日（土）21日（日） 学生野球資格回復研修会（アマ研修会）大阪 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市）
21日（日）23日（火・祝） 日本プロ野球OBクラブ杯（岡山） 奥市公園野球場（岡山県岡山市）

22日（月）日本プロ野球ＯＢクラブ（4回目）
東京ベースボールスクール 明治神宮室内練習場(東京都新宿区)

22日（月）日本プロスポーツ大賞授賞式 グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）

23日（火・祝）
トレカフェスタ！2014  TOKYO  Winter 大田区産業プラザPio（東京都大田区）
第36回ユニセフ・ハンド・イン・ハンド募金 ＪＲ有楽町駅前広場（東京都千代田区）
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ようこそＯＢクラブへ！

石井 丈裕さんが入会しました

一時よりはプロ野球もまた人気が出て、子どもたちも憧れる

ような職業です。それでも発展途上のスポーツ。上はまだま

だあって、これでいいってことはないです。学生野球資格回

復研修を受けて指導者は常に勉強していく必要があること

を再認識させられました。多くの元プロ野球選手が研修を受

けて、これから指導の世界も変わってくるのかもしれない。

僕は天才肌ではなくて高校の時も二番手でずっとやってき

ながらプロに入った人間なので、教えられることは全部教え

て、彼らの未来につなげてもらえればな。僕らプロ野球選手

OBが小学生、中学生の選手たちに野球の楽しさを教えて、

少しでも野球界全体のレベルアップに繋げていきたい。ファ

ンに喜んでもらい、国際的に活躍する選手がたくさん出てく

るようにOBクラブからバックアップしていければいいのか

なって思います。憧れの先輩OBたちとなにか一緒に出来て

ればいいなと夢も見ますね。出来ることは限られていますけ

ど、少しでも野球界の発展への手助けをしていきたいです。

◆石井 丈裕プロフィール

1964年10月25日生まれ（50歳）
◦東京都大田区出身　投手
◦ 早稲田実業高校➡法政大学➡プリンスホテル➡西武➡日本

ハム
◦ MVP1回、正力松太郎賞1回、沢村賞1回、最高勝率1回、ベス

トナイン1回、日本シリーズMVP1回 、月間MVP3回 、最優
秀バッテリー賞1回、オールスター出場3回、1000投球回

■新入会員一覧 2014 年 11月末日 現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション

石井 丈裕 西武 50 投　手

宮本 大輔 オリックス 33 投　手

仲田 秀司 西武 48 捕　手

吉留 秀介 ロッテ 42 ブルペン捕手

山﨑 健 広島 42 投　手

山本 光将 巨人 30 内・外野手

古城 茂幸 巨人 38 内野手

荒井 幸雄 ヤクルト 50 外野手

藤王 康晴 中日 49 内・外野手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

松岡 雅俊 東　映 2014年７月16日 82 1932

橋本 匡博 中　日 2014年11月２日 81 1933

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。
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