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「9ちゃん」

第21回ダイワハウス全国少年少女野球教室開催！！
今年もやります“キャッチボールリレー”

ベースボールサマーキャンプin芦別
募集中！　夢・未来応援プロジェクト　ブルペン 2015
 
学生野球資格回復者　
〜山内英雄（東京都・郁文館高校）〜

参加者募集

現場インタビュー

5月10日（日） 





ご あ い さ つTopicsTopics 01
　この季節にしては穏やかな天候の２月９日、私は森前
理事長の菩提寺である東京都杉並の築地本願寺和田堀
廟所を訪れました。昨年２月６日にご逝去されてから、早
いもので一年。その墓前に、この一年の当振興会のご報
告をするためです。
　森さんの眠る墓石は、黒い御影石。一般のお墓と異な
り、縦長ではなく横に長く奥行もある堂々としたもので、
故人の現役時代のスラッガーの体型を思わせるもので
した。その後ろには、冬は寒風を、夏は日差しを遮る巨木
が立ち、あたかもその墓石を囲むよう枝葉を伸ばしてい
ます。辺りを見渡せば、私一人。一度墓前に手を合わせ、
深々と頭を下げ、声を出して語りかけました。
　『私が森さんの後を継いで、早いもので一年が経ちま
した。志半ばでお亡くなりになり、その後釜として大学の
後輩である私が理事長になったので、さぞご心配でした
でしょう。
　でもこの一年、会員の皆さんの温かいご協力をいただ
き、先輩にはとても及びませんが私なりに努力してきま
した。当振興会の事業も順調に進んでおります。
　なかでも、先輩が熱い思いを寄せていたプロ野球出

身者が学生野球の指導者に復帰出来る事業も２年目を
迎え軌道に乗り、資格回復者は728名を数えました。こ
の事業を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、また公益社団法人日本高等学校野
球連盟をはじめとするアマチュア野球関係団体とともに
推進していることで、当振興会の名前が徐々に知れ渡る
ようになり、ＯＢ諸氏からの期待度も高くなってきたと感
じます。
　先輩にぜひ音頭を取って欲しかった、昨年12月に開
催した当振興会20周年式典時に、公益財団法人全日本
大学野球連盟南原副会長から、学生野球資格回復事業
においての当振興会の取り組みは素晴らしい、この団体
無しではこの事業はここまで進まなかったと大変ありが
たいご祝辞をいただきました。
　しかしこの１年間で未だお約束を果たしていない事業
もあります。これは先輩らしいスケールの大きな夢の現
実です。指導者資格を回復または、指導者セミナーに数
多く参加し、指導者としてのスキルを研鑚した会員の海
外派遣です。現在はインターネット時代。国内外の情報
が瞬時に行きかう世の中になっていること。

　また2020年の東京オリンピックには、正式種目として
『野球・ソフトボール』の採用が濃厚です。この追い風を
活かし、アジアはもとより全世界に当振興会の会員を派
遣し、全世界に『野球・ＢａｓｅＢａｌｌ』の普及活動を行うこと
のお約束は、今の私には『夢物語』でしかありません。こ
の大事業を成し遂げることが、今後の私の使命と気持ち
を新たにしてがんばります。
　最後になりますが、先輩の遺志を継承し、当振興会の
ためにまい進してまいりますので、どうか見守ってくだ
さい』と最後の言葉になったとき、胸がつまり目頭が熱く
なりました。それと同時に、墓石の後方にそびえる巨木
の枝が風に揺れ、出たその音があたかも、『八木澤、これ
からも振興会をよろしく頼む』
と森さんに励ましの言葉をかけ
られたような気がしたのは私の
思い込みだったのでしょうか？

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

公益社団法人全国野球振興会　平成27年度　　事 業 計 画 書 　　（期間：平成27年４月１日～平成28年３月31日）

（単位：円）

平成 2 7 年 度収支予算
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

定時総会のご案内

　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。
　公益法人移行後、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。

　●日　時　：　平成27年６月22日（月）
　●会　場　：　東京都内
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Ｈ27 年度事業計画　※公益事業 種　別 概　 要 Ｈ27 年実施内容

〔公1.1〕全国少年少女野球教室 自主事業 OB会員420名を派遣し、47都道府県48会場で約1万人の小学生及び中学
生の少年少女に野球に関する技術指導を行うOBクラブ最大の野球教室

5月10日（日）/48会場/
参加総数：OB420人、
児童13,000人

〔公1.2〕全国アマチュア野球指導者講習会 自主事業 アマチュア野球指導者対象に行う実技講習 7会場
〔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 全野球指導者を対象とした技術指導講習会へOB会員を派遣 1月/千葉県千葉市/
OB15人

〔公1.4〕日本高等学校野球連盟への協力事業 受託事業 各都道府県高野連からの依頼によりOB会員を派遣。野球部生徒・指導者を
対象とした技術講習会

〔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 セミナー5会場

共同事業
② 学生野球資格回復研修制度に関連事業／プロ野球OBが学生野球資格を

回復することを目的として、ＮＰＢ及び日本プロ野球選手会と共同して
「学生野球資格回復研修制度プロ研修会」を実施

資格回復研修会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 冬季/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・中学校からの職場訪問の生徒受け入れを行う。

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/4回/OB4人

〔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 通年/2回/OB4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。
（中学校応援プロジェクト/エコボール活動）

中学校応援プロジェクト/
岩手/秋/OB10人

〔公1.8〕各種野球教室

受託事業 ① 一般野球教室
　行政、団体、企業等からの依頼により開催される野球教室にＯＢ会員を派遣 通年/OB24人

受託事業
② ベースボール・キャンプ事業
　 行政、団体、企業等からの依頼により開催される少年少女を対象とし

たベースボール・キャンプに、OB会員を指導者として派遣

夏季/北海道芦別市/
OB4人

自主事業
③ キッズ・ベースボール・プログラム
　 幼稚園及び保育所へOB会員を派遣しボールを使った遊びを通じて野球の普

及を図るとともに、幼児期の子どもたちの発育発達に寄与することをねらう

通年/全国100会場/
OB120人

〔公1.9〕講演会への講師派遣事業 受託事業 行政、団体、企業等からの要望に応じてOBを派遣 通年/OB12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 行政、企業等からの要望に応じて実施。

〔公1.11〕スポーツフェアへの運営協力 受託事業 各自治体へOBを派遣。地元とチームとの対戦、野球教室を実施 通年/10会場/OB170人

〔公1.12〕日本プロ野球OBクラブ杯事業 自主事業 開催地域の中学校と連携した県大会を実施。在住OBを中心とした野球教
室を同時に開催の場合もあり 通年/16会場/OB48人

Ｈ27 年度事業計画　※収益事業 概　要

〔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
会員肖像権を貸与する

〔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

〔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うほか、当振興会推奨商品への名義貸与により販売益を得る

〔共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 法人会計 合　計

経常収益　計 112,897,445 139,727,100 27,019,000 279,643,545
経常費用　計 155,205,384 76,649,713 23,353,113 255,208,210
当期経常増減額 -42,307,939 63,077,387 3,665,887 24,435,335
他会計振替 42,307,939 -42,307,939
法人税など 11,754,642 11,754,642
正味財産増減額 9,014,806 3,665,887 12,680,693
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全 国 少 年 少 女 野 球 教 室TopicsTopics 02

第21回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室 開催!!
　毎年多くのOBの皆様にご指導をいただいている全国少年少女

野球教室を今年も全国47都道府県48会場にて開催します。

　東日本大震災以降2012年：福島県須賀川市→2013年：岩手県

奥州市→2014年：宮城県石巻市と、被災地をメイン会場として活

動してきました。

　今年は、2011年の震災時に会場として予定していた「北茨城

市民球場」が使用できない状況となってしまい、やむなく開催を見

送った茨城県北茨城市会場をメイン会場としました。

　今年も「100万人とキャッチボールを！」を合言葉に、たくさんの

野球少年少女と触れ合います。

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 稚内市 稚内市大沼第２球場 13：00～16：00 北海道少年軟式野球連盟宗谷支部
2 青森県 六ヶ所村 大石総合運動公園 第３球場 13：00～15：00 六ヶ所村教育委員会 社会教育課
3 岩手県 遠野市 遠野運動公園野球場 13：00～16：00 遠野市教育委員会　生涯学習課スポーツ係
4 秋田県 秋田市 秋田市立大住小学校グラウンド 8：30～11：30 大佳スポーツ野球少年団
5 宮城県 角田市 角田市野球場（角田中央公園内） 13：00～16：00 角田市野球協会　角田市体育協会
6 山形県 山形市 山形市野球場 13：30～16：30 山形県野球連盟
7 福島県 須賀川市 牡丹台野球場 12：00～15：00 須賀川硬式野球連盟
8 茨城県 北茨城市 北茨城市民球場 9：00～12：00 北茨城教育委員会
9 栃木県 那珂川町 那珂川町小川運動場 13：00～16：00 那珂川町野球連盟
10 群馬県 前橋市 前橋市民球場 13：00～16：00 群馬県野球連盟前橋支部
11 埼玉県 さいまた市 大宮第二公園軟式野球場 13：00～17：00 さいたま市スポーツ少年団野球部会
12 東京都① 品川区 品川区天王洲公園野球場C面 12：00～17：00 品川区軟式野球連盟
13 東京都② 調布市 調布市民西町少年野球場 13：00～16：00 調布市軟式野球連盟
14 千葉県 習志野市 習志野市立実花小学校グラウンド 13：00～16：00 習志野市少年野球協会
15 神奈川県 川崎市 片平少年野球場 13：00～16：00 川崎市麻生区少年野球連盟
16 山梨県 甲州市 甲州市塩山総合グラウンド 13：00～16：30 甲州市教育委員会生涯学習課　スポーツ振興担当
17 長野県 木曽町 木曽福島野球場 13：00～15：00 木曽町教育委員会
18 新潟県 柏崎市 柏崎市佐藤池野球場 13：00～16：00 柏崎野球連盟
19 静岡県 袋井市 袋井市浅羽球場 13：00～16：00 静岡県野球連盟袋井支部
20 愛知県 小牧市 小牧市民野球場 13：00～16：00 ジュニアベースボールリーグ愛知
21 岐阜県 可児市 KYBスタジアム 13：00～16：00 多治見市軟式野球連盟
22 三重県 いなべ市 員弁運動公園野球場 9：00～12：00 NPO法人総合スポーツクラブ
23 富山県 高岡市 高岡ボーイズグラウンド 9：00～12：00 富山県ヤングリーグ協会
24 石川県 野々市 野々市市民野球場 13：00～16：00 野々市市学童野球連盟
25 福井県 坂井市 三国運動公園野球場 13：00～16：00 坂井市軟式野球連盟
26 滋賀県 草津市 矢橋帰帆島公園グランド 13：00～16：00 湖南クラブ
27 京都府 相楽郡精華町 精華町立東光小学校 14：00～17：00 南京都少年野球連盟
28 奈良県 葛城市 新庄第１健民運動場 13：00～16：00 奈良県軟式野球連盟　葛城支部
29 和歌山県 御坊市 御坊市民野球場 12：30～15：30 公益財団法人御坊市ふれあいセンター
30 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
31 兵庫県 多可郡多可町 多可町中央公園グランド 13：00～16：00 株式会社ソーイング竹内
32 鳥取県 鳥取市 鳥取市営美保球場 13：00～16：00 鳥取市少年軟式野球リーグ連盟
33 島根県 雲南市 大東グラウンド 13：00～15：00 ㈱キラキラ雲南（大東体育館）
34 岡山県 美作市 美作市営野球場 9：00～13：00 美作地区少年野球連盟

35 広島県 東広島市 東広島運動公園・野球場
（東広島アクアスタジアム） 13：00～16：00 広島県軟式野球連盟　豊田支部

36 山口県 山陽小野田市 山陽小野田市野球場 9：30～12：30 山陽小野田市成長戦略室
37 香川県 仲多度郡 かりんの丘公園内三原記念球場 13：00～15：30 香川県軟式野球学童部仲多度善通寺支部
38 徳島県 鳴門市 鳴門オロナミンC球場 13：00～16：00 一般社団法人徳島新聞社
39 高知県 香美市 秦山公園野球場（土佐山田スタジアム） 13：00～16：00 香長土地区中学校体育連盟軟式野球専門部
40 愛媛県 大洲市 八幡浜大洲地区運動公園　野球場 13：30～16：00 NPO法人おおずスポーツクラブ
41 福岡県 小郡市 奇福童下水道グランド 13：30～16：00 小郡リトルシニア
42 佐賀県 唐津市 唐津市野球場 8：45～11：45 佐賀県軟式野球連盟
43 長崎県 東彼杵郡波佐見町 鴻ノ巣公園グラウンド 13：00～16：00 波佐見町教育委員会
44 熊本県 熊本市 田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 10：00～13：00 NPO法人熊本県野球振興会
45 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
46 宮崎県 児湯郡高鍋町 高鍋総合運動公園野球場 13：00～16：00 高鍋スポーツクラブ
47 鹿児島県 姶良市 姶良市総合運動公園野球場 9：00～14：00 姶良市教育委員会保健体育課
48 沖縄県 島尻郡八重瀬町 東風平運動公園野球場 13：00～17：00 沖縄県野球連盟　南部支部

※４月16日 現在
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第21回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室 開催!!
“キャッチボールリレー”

昨年、大好評だったキャッチボールリレーが今年も行われます。
参加者や関係者の皆様の思い出に残る一日にしたいと思いますので、OBの皆様、
ご協力よろしくお願いします。

開催!!
5月10日（日）

ボールを投げる

投げた人は後ろへ並ぶ受けたボールを次の
人へ投げ、後ろへ並ぶ

立ち位置にコーンを置いたり、ラインを
引くなど、７m間隔を提示願います

途中の人を抜かしたりせず、きちんとリレーが行われているか、確認をお願い致します。
ストップウォッチで時間を計るなどができれば、より正確かと思われます。

例：９人１チームの場合

審 判

７m

❶

❷❸

５人
（奇数）

４人
（偶数）

ボールを投げる

投げた人は後ろへ並ぶ受けたボールを次の
人へ投げ、後ろへ並ぶ

立ち位置にコーンを置いたり、ラインを
引くなど、７m間隔を提示願います

途中の人を抜かしたりせず、きちんとリレーが行われているか、確認をお願い致します。
ストップウォッチで時間を計るなどができれば、より正確かと思われます。

例：９人１チームの場合

審 判

７m

❶

❷❸

５人
（奇数）

４人
（偶数）

１番初めに投げた先頭の選手がわかるよう、各チーム先頭の選手のみ帽子を着用する。 
先頭の選手以外は帽子を着用しない。
１チームあたりの選手数が奇数の場合は、２つに分かれたうち、奇数人数の方の先頭選手のみが帽子を着用する。

１番初めに投げた先頭の選手がわかるよう、各チーム先頭の選手のみ帽子を着用する。 
先頭の選手以外は帽子を着用しない。

リレーを“2周”し、帽子をかぶった先頭の選手が最後にボールをキャッチ
した時点で終了とする。 終了したチームはしゃがんで終了の合図とする。
リレーを
した時点で終了とする。 終了したチームはしゃがんで終了の合図とする。

参加者が小学生～中学生と幅広く、力の差がある場合は、中学生を「３周にする／間隔を小学生よりも広げる／１チーム当たりの人数を
増やす」等、ハンデを付けて競うとよいかと思います。
参加者が小学生～中学生と幅広く、力の差がある場合は、中学生を「３周にする／間隔を小学生よりも広げる／１チーム当たりの人数を
増やす」等、ハンデを付けて競うとよいかと思います。

各開催地のご状況により、やり方や参加者数等カスタマイズして実施いただけたらと思います。

【例】　会場が狭い場合 ： １回あたりの参加チームを少なくし、トーナメント制を採用する。 参加チームを限定する。
　　　参加人数が少ない場合 ： １チーム当たりの人数を減らし、リレーの往復数を増やす。 学校単位、地区単位等、混合チームにする。

☆ 各都道府県内で１番を決める競争です。 上記はあくまでひとつの例なので、各開催地内で公平性が保たれる状況であれば、各開催地の
状況に合わせてルール設定をして大いに盛りあげてください。

各開催地のご状況により、やり方や参加者数等カスタマイズして実施いただけたらと思います。

【例】　会場が狭い場合 ： １回あたりの参加チームを少なくし、トーナメント制を採用する。 参加チームを限定する。

キャッチボールリレー 基本ルール／実施にあたっての留意事項

ボールを投げる

投げた人は後ろへ並ぶ受けたボールを次の
人へ投げ、後ろへ並ぶ

立ち位置にコーンを置いたり、ラインを
引くなど、７m間隔を提示願います

途中の人を抜かしたりせず、きちんとリレーが行われているか、確認をお願いします。
ストップウォッチで時間を計るなどができれば、より正確かと思われます。

例：９人１チームの場合

審 判

７m

❶

❷❸

５人
（奇数）

４人
（偶数）

HPで動画を
公開しています



イ ベ ン ト 告 知 （ 参 加 募 集 中 ）TopicsTopics 03

　公益社団法人全国野球振興会の活動理念として掲げている「野球の技術指導」「プロアマ交流」「青少年健全育成」の一環事業として、全国の小学生

野球愛好者を対象とした、２泊３日のミニキャンプを下記のとおり開催します。

　本キャンプは野球技術の向上だけではなく、集団生活による団体活動のルール学習や礼儀作法の習得を目的としています。

　指導講師は、芦別市出身の高橋慶彦さん（元広島）を３年連続でお迎えし、その他に足寄町出身の三井浩二さん（元西武）、大塚光二さん（元西武）、

鈴木健さん（元西武）、金村暁さん（元北海道日本ハム）の５名です。

　夏の思い出を北の大地でつくりませんか。皆さんのご参加をお待ちしております！

Ashibet
su

2015 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
主 催　：　公益社団法人全国野球振興会　　北海道芦別市　

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
〒079-1371　芦別市上芦別町６番地（芦別市総合体育館内）芦別市教育委員会体育振興課体育振興係

TEL　0124－24－2525　　　FAX　0124－22－5807
E-mai l : basebal lcamp@city.ashibetsu.hokkaido.jp

【お問合せ】
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【参 加 費 】　　２８，０００円（１名あたり） ※期間中の宿泊代、食事代、練習時の飲料代、保険料等を含む
【別途費用】　　有料送迎バス（予約制）　札幌方面と旭川方面を運行予定
【指導講師】　　高橋慶彦（元広島）：芦別市出身、 三井浩二（元西武）：足寄町出身
　　　　　　　大塚光二（元西武）、鈴木健（元西武）、金村暁（元北海道日本ハム）

ベースボールサマーキャンプ
参加者募集！！

【開催日時】　　2015年８月５日（水）〜８月７日（金）２泊３日
【開催場所】　　芦別市民球場（芦別市上芦別町６番地）
【宿泊場所】　　芦別温泉スターライトホテル、国民宿舎あしべつ
【募集対象】　　全国の小学校４年生〜６年生の男女（野球経験不問）
【募集人員】　　１５０名（最少催行人員１００名）
【募集期間】　　４月中旬〜７月中旬（予定）
【主なスケジュール（予定）】

元プロ野球選手

５名の講師 が
指導にあたります！

1 日目　8 月 5 日（水） 2 日目　8 月 6 日（木） 3 日目　8 月 7 日（金）

午前  9:30 午前練習開始  9:30 午前練習開始

午後
14:00 開会式
14:30 練習開始

13:00 午後練習開始
      紅白試合

12:00 閉会式

夜 19:30 夜間教室 18:00 焼肉交流会

Ashibet
su



イ ベ ン ト レ ポ ー ト & 参 加 校 募 集 中 　TopicsTopics 04

　ＯＢクラブでは学校教育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』 を開催しています。

　１月16日（金）、内藤尚行さん（元ヤクルト）が埼玉県三郷市立彦郷小

学校に訪問。６年生を対象に、本事業を行いました。

　内藤先生は言います。「みんなと一緒にやることは練習なのかな？　

野球だけじゃなくて、どんなこと（分野）でも家に帰って、ひとりでコツ

コツとやることが練習じゃない？」。

　本事業は元プロ野球選手が野球の質問、プロスポーツの職場につい

て、またどのような少年時代を過ごしたか…などなど、生徒たちの質問

に直接答える事業です。

　2015年度も右記要項にて、受入校を募集します。詳細はホームペー

ジに掲載しますので、ご興味のある方は当団体までお問い合わせくだ

さい。

※ 応募方法、受入機関、受入までのスケージュール
など詳細は、当団体のホームページをご覧くだ
さい。

内藤尚行さんが彦郷小学校で
職業学習授業の臨時教師に!!
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夢・未来応援プロジェクト ブルペン
～埼玉県三郷市立彦郷小学校（6年生）～

2015年度　募集要項

趣　旨

プロ野球OBとの触れ合いを通じて、小学生や中学生にプロ野
球およびプロスポーツに携わる職業について理解を深めてもら
う。そして、プロ野球OBが生徒たちに夢へ向かって頑張るこ
との大切さを伝え、将来の職業について考えるうえでの“きっ
かけ作り”を支援。心身の健全な発達に寄与することを目的と
する。

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）

会　場

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の１都３県内の学校やその他
の施設
※ 実施期間中、上記１都３県に修学旅行などを予定している学校

も応募可。
　詳しくは応募条件、注意事項をご参照ください。

応募対象
全国の小学校、中学校1校につき、生徒５～20名程度
※ ただし、開催場所が学校の場合、生徒数20名以上も可。
　他、詳細は応募条件をご参照ください。

受入校数 ４校まで

派遣する
プロ野球OB

公益社団法人全国野球振興会の会員であるプロ野球出身者
（選手、審判、トレーナー、栄養士など）各校に1名派遣

実施内容 プロ野球OBと生徒による1時間程度のディスカッション、質疑応答
※野球教室などの実技指導ではありません

応募条件

・ 生徒の進路学習を目的とし、プロ野球OBへの質疑応答を希
望する小学校や中学校

・ 日程が実施期間の条件に適合すること
・ 応募対象は全国の学校だが、開催会場は１都３県に限る
・ 実施期間中、１都３県に修学旅行などを予定している学校の

応募も可
・ 学校以外の旅行会社や旅行代理店、個人からの応募、お問合

せは不可

実施費用
・ プロ野球OBの派遣費用（交通費含む）は、当団体が負担
・ 会場が受入校以外になる場合、会場までの交通費は各自がご

負担

注意事項

・ 当日撮影した写真を当団体の会報誌やホームページなどに掲
載します

・ 会場について
　　 学校以外にて開催をご希望される場合、当団体にて野球関

連施設を手配
　　　実績例：野球殿堂博物館、西武ドーム、当団体の事務所
・派遣するプロ野球ＯＢは、当団体に一任いただきます

2015年度　募集要項

2015年
度の

受入に
ついて



2015年度学生野球資格回復研修制度実施予定

2014年度学生野球資格回復研修制度　学生野球資格回復者一覧
  ※「NPB☆印」は、NPB公認指導者資格取得者 2015年３月25日現在

（上記は2015年１月30日～３月４日までに新たに認定された方の一覧です）
（F＝日本ハムファイターズ、BW＝オリックス・ブルーウェーブ）

山内 英雄さん

1962年６月12日生まれ。秋田県

出身。秋田市立秋田商高から実業

団の強豪・日本石油を経て横浜大

洋に打撃投手として入団した。第

２回WBCにはスタッフとして参

加。14年秋から郁文館高校で外

部コーチを務める。

学 生 野 球 資 格 回 復 研 修 制 度TopicsTopics 05

開催日： 11月28日（土）大阪
 11月29日（日）東京
1日間（5時間程度）

プロ研修会受講Step. 1
開催日： 12月12日（土）・13日(日）東京
 12月19日（土）・20日（日）大阪
2日間（各日7時間程度）

学生野球研修会受講Step. 2
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　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「学生野球研修会」を受講しなくてはなりません。
　各研修会の修了証受領後、各自が「日本学生野球協会」に「適性認定申請」を提出し、承認されることで学生野球資格の回復が実現します。

－実際に現場に出て感じたことは－

山内： 本来の仕事の勤務形態が交代勤務であるので、学校行事やテスト期間
などを考慮して、練習に参加できるように予定を組むのが大変。生徒が
勉強している時間は自分も仕事をしているのだと思えば楽しく出来て
います。結果を残せば野球部員だけでなく学校のためにもなりますが、
それ以上に全校生徒の励みにもなるので、なんとかしていい結果を残
してあげられるようにと一層強く感じています。

－小中学生ではなく高校生を指導するということは－

山内： 勝負ごとだけでなくグラウンドの中のプレーとグラウンド外の行動は
通じているのだと理解してもらうこと。技術はもちろん、それ以上に
生活面で厳しく指導しなくてはいけない時期だと思いますので、自分
自身も生活面は厳しくしなければという自覚が必要ですね。

－指導中に気をつけなくてはいけないことは－

山内： 知っているようで知らないこともあるし、情報時代のため技術論な
どは映像で理解していることが多い。指導する側は昔の理論では通
用しないし、個性的な説得力のある言葉がないと指導は難しいでしょ
う。どうしたら上手く生徒に伝わるかを考えていれば暴力行為に及ぶ
ことはないはずだと思っています。

－教職員ではない外部からの常勤コーチの特質や難しさは－

山内： 外部コーチはグラウンドだけでの指導になっていますので、学校内で
の生徒の生活状況をまだ十分に把握できていません。やはり、そこを
ある程度クリアにしていかないと、本当の指導はできないでしょうね。

－学生野球資格回復一期生として－

山内： もちろん甲子園出場が目標ですが、次のステージで活躍してくれる選
手の育成やこれから高校での野球を目指す子どもたちが実際に活動
状況を見て入部したいと集まってくれるようなチームを作っていき
たい。そして郁文館高校の名前が世間に知ってもらえるようになれ
ばいいと思っております。

－これから指導に向かうプロ野球ＯＢへ－

山内： 私の場合、息子が中高一貫の中学生野球部という縁があったために
指導に当たることが出来ました。指導者として未熟ですが、こうやっ
て指導できるのも十数年前から行っているＯＢクラブ主催の技術セミ
ナーに参加できたからだと思います。有名な先輩方からのお話を聞
けたことが財産になっています。ぜひ参加していただきたいと思って
います。

募集開始予定 
2015年夏頃

「 普 通 の サラリーマン で は
できな い かもです ね 」と笑っ た。
会社の理解を得て現在ほぼ毎日、外部の常勤コーチとして
郁文館高校（東京都）の指導にあたっている山内英雄さん。
学生野球資格回復一期生として、現場に出て感じたことを
うかがった。

interview

相木 崇 大木 勝年 管 進吾 定岡 智秋 髙橋 三千丈 中村 達昭 藤岡 寛生 山田 秋親
青木 実 大坂 雅彦 神田 大輔 佐藤 道郎 多岐 篤司 流 敏晴 藤澤 哲也 山田 和英
赤井 喜代次 大沢 勉 岸川 勝也 澤井 良輔 竹口 幸紀 夏目 進 藤村 宣人 山田 進

☆ 秋葉 直樹 大谷 幸弘 岸川 雄二 椎木 匠 竹下 慎太朗 夏目 隆司 蓬莱 昭彦 山田 真介
浅井 良 大田原 隆太 木田 勇 柴原 洋 田中 健太郎 名取 和彦 干場 崇永 山中 潔
浅野 智治 大塚 光二 紀藤 真琴 ☆ 渋谷 通 田中 力 ☆ 新浦 壽夫 本間 哲郎 山之内 健一
阿野 鉱二 大橋 穰 木下 富雄 清水 章夫 田中 昌宏 西井 哲夫 本間 満 山本 和樹
阿部 憲一 荻原 満 木村 一喜 霜村 英昭 田中 実 西尾 利春 前間 卓 山本 賢寿
荒木 大輔 奥薗 満 木村 茂 城 友博 田中 良平 西川 克弘 幕田 賢治 山本 功児
淡口 憲治 長内 孝 ☆ 木村 竹志 庄司 智久 谷口 弘典 西村 徳文 正岡 眞二 山本 忠男
池田 宇隆 小田 真也 木村 昌広 城之内 邦雄 谷村 智博 仁村 薫 松村 高明 山本 光将
石井 貴 尾山 敦 木元 邦之 新里 紹也 丹波 健二 野口 茂樹 松本 幸大 山脇 啓司
石田 隆司 貝塚 政秀 草場 康郎 神保 貴宏 近田 怜王 野中 信吾 丸尾 英司 湯上谷 竑志
石谷 訓啓 ☆ 覚前 昌也 久慈 照嘉 杉浦 享 千葉 英貴 野原 将志 丸山 完二 湯舟 敏郎
石橋 秀幸 筧 裕次郎 久保 孝之 杉本 正 辻 孟彦 橋本 武広 三浦 翔太 横田 賢一
一場 靖弘 鹿島 忠 桑野 議 杉本 昌都 土本 恭平 橋本 泰由 水田 圭介 横山 忠夫
市原 實 梶原 康司 慶元 秀章 鈴木 誠 土井 健大 羽田 耕一 光山 英和 吉留 秀介
伊藤 久敏 片貝 義明 小石澤 浄孝 鈴木 寛樹 土井 武 ☆ 羽根川 竜 湊谷 武雄 吉本 亮
井上 洋一 甲藤 啓介 河埜 敬幸 鈴木 照雄 徳元 敏 林 哲雄 宮本 大輔 米村 和樹
伊原 春樹 加藤 大輔 小林 誠二 鈴木 伸彦 内藤 雄太 林 純次 村井 英司 李 景一
今久留主 成幸 ☆ 加藤 武治 小林 宏 角 盈男 長池 徳士 原井 和也 村上 良次 若井 基安
岩﨑 哲也 加藤 正樹 小林 亮寛 関根 浩史 長岡 学 平井 光親 本東 洋 若竹 竜士
岩﨑 久則 加藤 幹典 駒崎 幸一 園川 一美 仲澤 忠厚 平田 薫 森 跳二 和田 孝志
岩下 光一 加藤 安雄 ☆ 斉藤 秀光 大塔 正明 ☆ 仲澤 広基 平野 元章 ☆ 谷澤 健一 渡辺 弘基
上田 二朗 金﨑 泰英 五月女 豊 髙浦 己佐緒 中島 裕司 平松 一宏 矢野 英司
上原 茂行 金田 進 酒井 大輔 髙木 大成 仲田 秀司 深江 真登 矢野 和哉
宇佐美 康広 金田 留広 酒井 光次郎 高木 由一 中司 得三 福井 敬治 薮田 安彦
江渡 辰郎 川口 正 榮村 忠広 髙嶋 徹 中西 健太 福井 保夫 山沖 之彦
戎 信行 川口 容資 ☆ 桜井 広大 髙梨 芳昌 中原 勇 福嶋 久晃 山崎 正貴
大井 久士 川又 米利 佐々木 重樹 ☆ 髙橋 功一（F） 中村 渉 福本 万一郎 山﨑 健
大石 大二郎 河村 健一郎 佐々木 信行 髙橋 功一（BW） 中村 公夫 藤王 康晴 山下 慶徳
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技 術 セ ミ ナ ー

TopicsTopics 06
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OBクラブ野球指導者養成・認定制度事業
2014年度技術セミナー開催状況

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
15-0300 2015.1.1 若田部　健一 ダイエー

15-0301 2015.1.1 橋本　勝隆 中　日

15-0302 2015.2.1 我如古　哲徳 中　日

15-0303 2015.3.1 淡河　弘 巨　人

※　 「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。

　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222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。

“コントロール重視！！”講師：石井丈裕さん

　「球速で抑えられるピッチャーじゃないから」と、コントロールを

つけるために悩み抜いて会得した理論を展開しました。　わかりや

すい言葉づかい、的確な表現に現役時代からコーチ時代へといか

に日々研鑽を重ねてこられたかが伝わってきました。

投手編／石井 丈裕さん

打 撃 編 小早川 毅彦

走塁・バント編 仁志　敏久

守 備 編 駒田　徳広

捕 手 編 佐々木 信行

投 手 編 石井　丈裕

Ⅴ期関東地区 （３/７）
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　全日本野球協会とNPBが連携した「野球指導者のための講習会

（BCC）」が開かれました。BCC開催20年目の節目となった今年、

NPB、選手会、振興会のプロ側と全日本野球協会加盟団体とが一致

団結して「野球界あげての指導者養成制度」の確立を目指して動き

だしました。今年は、各団体の資格を取得できる講習会としてカリ

キュラムが一新し、400名を超える野球指導者が全国から参加。元

プロ野球選手も受講し、「NPB公認指導者資格」を取得しています。

来年も１月に開催されます。元プロの方々もぜひご参加ください！

　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
元プロの学生野球資格回復者が取

得すると、高等学校野球連盟「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

都道府県体育協会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

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）

振興会の「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。

１/18（日）［実技講習］講　師

投　手　編 高橋善正（元巨人）、松沼博久（元西武）、小宮山悟（元メッツ）

捕　手　編 大矢明彦（元ヤクルト）、市川和正（元横浜）、河村健一郎（元巨人）

守　備　編 石毛宏典（元西武）、駒田徳広（元巨人）、仁志敏久（元巨人）

打　撃　編 小早川毅彦（元広島）、鈴木 健（元西武）、髙木大成（元西武）

走塁・バント編 平野 謙（元西武）、屋鋪 要（元巨人）、蓬莱昭彦（元西武）
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全国アマチュア野球指導者講習会

野球力指導アカデミー

姫路野球教室

　16年連続開催している本講習会は2014年

度、右記表の５会場で開催しました。2015年度

の開催協力もよろしくお願いします。

　小中学生野球チームの指導者を対象として開催さ

れていた「野球力指導アカデミー」（主催：㈱エフ・ク

レスト「ベースボール・ラボ」）からの依頼で、広澤克

実さん（元ヤクルト）が3月18日（水）、東京・汐留の

電通本社で講師として打撃編の講義を行いました。

この講義は昨年11月から月に１回、平日の夜に開講

されたもので、受講者は約60人。コーチングや子ど

もの体の成長などを学びながら指導力を上げていく内容で行われ、昨年7月の野村弘樹

さん（元横浜）の「投手編」に続いて技術指導を広澤さんが担当されました。広澤さんは、

指導者の疑問・指導上の悩みに対して丁寧に、身振り手振りで受け答えていました。

　国宝姫路城リニューアルオープン記念イベント“プロ野球OBによる指導 野球教室”が

開催されました。

　国宝姫路城リニューアルオープン記念イベントとして企画された野球教室に、八木澤

理事長が５人の講師のひとりとして参加しました。　午前中に野球教室が行われ、午後は

バーベキューを楽しみながらの交流会やチャリティーオークションも行われました。

主　催：NPO「はりま子どもの未来を守る会」 ／ 「野球の定石」刊行会

後　援：姫路市教育委員会

近畿地区で始まった幼少児を対象とした野球教室

社会貢献事業

キッズ・ベースボール・プログラム

障がい者スポーツ教室

　３月９日（月）、埼玉県立川越特別支援学校　川越たか

しな分校に松沼博久さん、松沼雅之さん（ともに元西武）

が訪問。高校生とティーボールの試合を行うなど、体育の

授業で臨時講師を務めました。

※ 同校に全国野球振興会よりティーボールの道具１セッ

ト、ボール１ダースを寄贈

松沼兄弟が特別支援学校で
ティーボール教室
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　前号でも紹介しました幼少児向けの野球指導は、昨年11月のトライ

アル開始からこれまでに近畿地区において26の幼稚園、保育園で実施

しました。

　２月中旬に和歌山県有田市内の保育園を木村竹志さん（元西武）が講

師として訪れ、その模様を映像に収めてきました。

　午前９時半より準備体操から始め、１対１でボールを転がして捕る、

バウンドしたボールを捕ることを体験。そのあと、幼少児用の用具を使

用して、バットで打つことも練習しました。午前10時から１チーム10

人で１チームを組んで、ゲームを展開。打ったボールがホームベース上

の「ティーコーン」に戻った時点でボールデッド。走者が進んだ塁の数

が攻撃側の得点になりま

す。この模様を収めた動画

は、当振興会の公式サイト

（www.obclub.or.jp）で５

月以降に公開に。ぜひ、ご視

聴ください。

　本事業は、平成27年も引

き続き近畿地区で試験的に行い、指導要領、募集要項などを取りまとめ

て、いずれ各地での取り組みとして広げていくことが予定されています。

※ 現在は、一般の幼稚園・保育園からの講師派遣要請には応じておりません。

2014年度は５会場で開催！！

　国宝姫路城リニューアルオープン記念イベント“プロ野球OBによる指導 野球教室”が

3月15日（日）

打撃論を熱血指導！

地区 開催地 開催日時 講師

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）

投手：三井 浩二
捕手：市川 和正
守備：高橋 雅裕
打撃：得津 高宏

東　北
青森県八戸市
八戸市屋内
トレーニングセンター

2015年

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

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）

投手：遠山 昭治
捕手：川越　透
守備：仁志 敏久
打撃：石毛 宏典

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

近　畿
兵庫県西宮市
阪神甲子園球場
新室内練習場

2015年

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

動画を公開
しています



日本プロ野球ＯＢクラブ

チャリティーゴルフコンペ　このたび当振興会は「NPO法人北海道野球協議会」（本部所在地・

札幌市中央区、柳俊之理事長）に加盟しました。同協議会は、2000年に

発足、03年にNPO法人認可された野球団体で、学童、学生、成人、女子の

各野球団体およびソフトボール協会を含む16団体が加盟する組織で、

地域の野球振興・普及・技術向上を旨として各団体の連携を深めて活動

しています。このほど、プロ・アマの交流促進を旨として当振興会に打診

があり、加盟することになりました。この協議会との連携は、北海道代表

幹事の有澤賢持さん（元ヤクルト）が務めることとなりました。

【加盟団体】

日本野球連盟北海道地区連盟、北海道学生野球連盟、札幌学生野球

連盟、（一財）北海道高等学校野球連盟、北海道軟式野球連盟、札幌市

少年軟式野球連盟、（公財）日本少年野球連盟 ボーイズリーグ 北海道

支部、（一財）日本リトルシニア中学公式野球協会北海道連盟、日本ポ

ニーベースボール協会北海道連盟、北海道女子軟式野球連盟、北海道

還暦軟式野球連盟、札幌市中学校野球協議会、北海道少年軟式野球連

盟、北海道専門学校野球連盟、北海道地区大学準硬式野球連盟、札幌

ソフトボール協会

公益社団法人全国野球振興会会員の皆様へ
賛助会員の皆様へ

チャリティーゴルフコンペ
親交を深めよう！！

　このたび当振興会は「NPO法人北海道野球協議会」（本部所在地・

加盟しました!!北海道野球協議会

　本年度も５会場にてチャリ

ティーゴルフコンペの開催を

予定しています。

　日時、場所につきましては、

次号にてご案内します。

　前号（vol.64 P９）に掲載した「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」での

チャリティー金額の寄付先の詳細は以下の通りです。

・「可児市スポーツ少年団」へ60,000円

・「多治見市軟式野球連盟」へ100,000円

・「名古屋市軟式野球スポーツ少年団」へ100,000円
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大和ハウス工業株式会社様からのお知らせ

　今年もペナントレースが開幕し早くも１か月が過ぎました。会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。さて

今回のお知らせは平成22年４月１日に大和ハウス工業株式会社様と公益社団法人全国野球振興会が締結している提携内容と問い合わせ

窓口についてのお知らせです。この業務提携契約は当振興会会員並びに賛助会員の皆様向けに福利厚生活動の一環として大和ハウス工

業株式会社様と締結致しました。 業務提携契約の内容と相談問い合わせ窓口は下記の通りでございます。

記

商品種別 契約形態 ※1対象価格 割引率 備考
鉄骨一般住宅 請負金額 本体価格 ３%

※2木造一般住宅 請負金額 本体価格 ３%

※3その他の住宅 請負金額 建物価格 工事内容毎の取決め

リフォーム工事 請負金額 見積価格 ３% 100万円以上の請負金額

分譲住宅 売買価格 建物価格 ３% 物件対応の指定物件は除く※4

分譲マンション 売買価格 分譲価格 １% 物件対応の指定物件は除く※4

【業務提携内容】キャンペーン商品、通常販売と異なる商品等は対象物件より除きます。

【問い合わせ窓口】

※1対象価格は全て消費税を除いた金額となります。　※2木造一般住宅は建築場所の相談が必要となります施工外エリアがございますので、建築場所のご相談をしてください。　※3そ
の他の住宅とはコンクリート住宅の新築､建替え・アパートの新築､建替え・併用住宅・野球場の建築・スポーツ施設の新築､建替え・ビルの新築､建替え等範囲が広いのでご相談ください。
　例） 会員様の家を建て替えすることとなり大和ハウスに相談。建物の本体工事（一般的によくいわれている坪単価に相当する工事価格）の3%の割引をさせていただくこととなります。

本体工事金額2500万円でしたら75万円の割引となり2425万円（税抜）の請負工事金額となります。

担当者より一言
　はじめまして大和ハウス工業の鈴木と申します。建築（住宅・アパート・ビル・野球場建築）の相談はもちろんのこと、土地購入の相談、土地の有効活用相談、相続相談 など、学生
時代に野球で鍛えた体と精神をもって皆様のご計画のお手伝いをさせて頂きたいと存じております。まずはご連絡をください。日本全国からの相談をお待ちしております。 以上

〒273-0032　千葉県船橋市葛飾町2丁目406番

　 Tel 047-435-6817　Fax 047-435-6004 携帯電話 080-2457-9184
　 携帯電話アドレス dh292224＠docomo.ne.jp
　 e-mailアドレス ｍ292224＠daiwahouse.jp

大和ハウス工業株式会社 京葉支店 住宅営業課　鈴木 茂（すずきしげる）

担当者プロフィール

◎ 1968年10月14日生まれ（現在46歳）　
◎　 埼玉県所沢市出身、錦城高校（西東京）、千葉商科大学（千葉
県大学リーグ）にて硬式野球部に所属

　 平成３年に大和ハウス工業に入社し、東京→千葉→埼玉→
千葉の転勤を経て現在に至っております。

◎　 資格： 宅地建物取引主任者、 ２級土木施工管理技士、 ２級建
築施工管理士、 相続診断士、 損害保険募集人資格者

①第22回 関東地区
②第４回 東海地区
③第10回 関西地区
④第４回 中国・四国地区
⑤第16回 九州地区
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当 選
高確率

!!
特別連載

Vol.24 1967年 阪急初優勝時の西本幸雄監督ユニホーム

　1960年代のパ・リーグは、近鉄を除く5球

団がリーグ優勝を経験しています。1960年

から大毎、南海、東映、西鉄が順に優勝、64年

から南海が3連覇、67年からは阪急が3連

覇を達成しており、この中の異なる2球団（大

毎、阪急）を率いて4度の優勝を飾ったのが、

西本幸雄監督（1988年殿堂入り）です。

　西本幸雄さんは和歌山中（現桐蔭高）出身、

立教大では主将を務めました。戦後、49年都

市対抗優勝の別府星野組を経て、パ・リーグ

初年度の1950年、毎日オリオンズに入団、

第1回日本ワールドシリーズの優勝メンバー

となっています。60年には大毎オリオンズ

監督に就任、初年度からリーグ優勝を達成す

るも、日本シリーズでは三原脩監督率いる大

洋に4連敗し退任となりました。

　62年にコーチとして阪急ブレーブスに入

団、63年に監督に就任しました。66年、5位

に終わったシーズン終了後、西本監督は選手

に信任投票を求め一旦辞意を表明しました

が、小林米三オーナーの慰留に心を動かさ

れ、留任となりました。「阪急ブレーブス50年

史」には、この事件がきっかけとなりフロント

とチームが一つにまとまって翌年の優勝に

つながったと紹介されています。

　1967年、米田哲也（00年殿堂入り）、梶本

隆夫（07年殿堂入り）、足立光宏ら投手陣と、

スペンサーや長池徳二ら打撃陣の活躍もあ

り、球団創立32年目にして初のリーグ優勝

を達成しました。写真は、西本監督の親族よ

りこの3月に当博物館に寄贈された、この年

のユニホームです。「50年史」には西本監督

の「最もうれしかったこと」として「67年の阪

急初優勝のとき、西京極球場のネット越しに、

小林米三オーナーと、指と指とで握手したこ

と」と紹介されており、大毎（60年）、阪急（67

～69、71、72年）、近鉄（79、80年）で計8度

リーグ優勝をした西本監督にとって、最も特

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

別なユニホームと言えるのではないでしょ

うか。
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　この号が皆様のお手元に届くのは５月初

旬。薫風かおる心地よい季節です。

　この時期はゴールデンウィーク（ＧＷ）とも

重なり、各球場ではデーゲームを多く開催し

ます。

　プロ野球公式戦の日程を決める場合はそ

の昔、ＧＷを前半と後半に分け、Ａという球団

が今年は前半にホームゲームを取ると翌年

は前半がビジターとなる振分けでしたが、そ

の慣習は今でも生きていますね。

　特にこの期間は、常連のファンに加え、お

子様連れのファンの方も数多くスタンドを埋

め、選手たちのプレーに一喜一憂する光景

が、この季節の風物詩となっています。

　スタートダッシュがうまく出来たチーム、

そうでなかったチームの戦い振りもこの時

期の一つの楽しみでもありますね。

　話しは横道にちょっとそれますが、各球場

もファン獲得に向け、イベントも数多く行うよ

うになってきました。

　一昔前はイニングの合間に、チアリーディ

ングや各チームのキャラクターを主戦場で

あるグラウンドに入れダンスをさせるとい

うことは絶対なかったことですが、今ではそ

れが当たり前。

　各球団、ファンサービスも集客のひとつの

事業であるという企業理念に選手をはじめ

監督・コーチ・スタッフが応えてくれる風潮が

生まれ、今では定着してきました。

　そのＧＷが終わった直後の５月10日（日）。

当振興会のビッグイベントの一つである『全

国少年少女野球教室』を今年もまた『大和ハ

ウス工業株式会社』様の特別協賛を賜り、開

催する運びとなりました。

　昨年はＯＢ会員の講師の参加が400名を

初めてオーバー、その情熱が天に通じたの

か、全国47都道府県48会場すべてが天候に

恵まれ、無事に終了しました。

　筆者は昨年初めて、このイベントに触れる

べく『岩手会場』に行ってきました。

　講師の皆さんの熱く・温かい指導が参加

した小学生・中学生の『野球小僧』に充分伝

わったと感じました。

　当振興会の職員が、今年もどこかの会場

にお邪魔します。

　その際は宜しくお願いしますとともに、各

会場とも天候に左右されず、盛況のうちに

無事終了することを、お祈りしています。

newsletternewsletter
・事・務・局・便・り・

ウス工業株式会社』様の特別協賛を賜り、開
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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。
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

!!

〒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.65 プレゼント」 係
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　2015年度シーズンも会員の皆様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・座種・枚数をご用

意の上、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

※上記以外の座種の取り扱いはございません。　
※塁側の指定はできません。
※お申し込み後のキャンセルはできません。
※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。

■  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

【申込方法】

① メール（info@obclub.or.jp）に氏名、送付先住所、TEL、必要個数を明記

の上、お申し込みください。

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

★ 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。



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：2015年４月

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

1
月

5日（月） 日本プロ野球ＯＢクラブ（５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）

9日（金） 日本プロ野球ＯＢクラブ（６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）

14日（水） キッズ・ベースボール・プログラム 金屋第一保育所（和歌山県有田川町）

16日（金）

日本プロ野球ＯＢクラブ（７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）

夢・未来応援プロジェクト　ブルペン 三郷市立彦郷小学校（埼玉県三郷市）

17日（土） 第22回日本ティーボールセミナー 早稲田大学国際会議場
（東京都新宿区）

18日（日） BASEBALL COACHING　CLINIC 幕張メッセ（千葉県千葉市）

19日（月） 日本プロ野球ＯＢクラブ（８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）

21日（水） キッズ・ベースボール・プログラム 関屋保育所（奈良県香芝市）

22日（木）
財務委員会 KFCホール（東京都墨田区）

広報委員会 KFCホール（東京都墨田区）

23日（金）

日本プロ野球ＯＢクラブ（９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）

大阪市教育委員会訪問チャリティー金贈呈式 リバーサイドホテル（大阪府大阪市）

25日（日） 少年野球手帳（学研）監修業務
（撮影立ち合い） 西武ドーム（埼玉県所沢市）

26日（月） 日本プロ野球ＯＢクラブ（10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）

27日（火） キッズ・ベースボール・プログラム 金屋第三保育所（和歌山県有田川町）

29日（木） コンプライアンス委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

30日（金） 第2回野球事業推進委員会全体会議 KFCホール（東京都墨田区）

2
月

1日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会（東海） 草薙総合運動場（静岡県静岡市）

6日（金） キッズ・ベースボール・プログラム 金屋第二保育所（和歌山県有田川町）

7日（土） 全国アマチュア野球指導者講習会（東北） 八戸市屋内トレーニングセンター
（青森県八戸市）

8日（日） 平成26年度全国指導者中央研修会 大森東急イン（東京都大田区）

9日（月） キッズ・ベースボール・プログラム 保田保育所（和歌山県有田市）

12日（木） キッズ・ベースボール・プログラム 宮崎町保育所（和歌山県有田市）

14日（土）
全国アマチュア野球指導者講習会（近畿） 阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）

第3回　近畿地区ブロック会議 ホテル甲子園（兵庫県西宮市）

16日（月） キッズ・ベースボール・プログラム 宮原保育所（和歌山県有田市）

18日（水） キッズ・ベースボール・プログラム そとはま保育所（和歌山県有田市）

22日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会（北海道） 北海道日本ハムファイターズ施設
（北海道札幌市）

24日（火） キッズ・ベースボール・プログラム 箕島保育所（和歌山県有田市）

25日（水） キッズ・ベースボール・プログラム 古江見保育所（和歌山県有田市）

26日（木） キッズ・ベースボール・プログラム 糸我保育所（和歌山県有田市）

3
月

1日（日） 平成26年度　卒業証書授与式 九州総合スポーツカレッジ
（大分県宇佐市）

5日（木） 財務委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

7日（土） 技術セミナーⅤ期関東地区 KFCホール（東京都墨田区）

9日（月） 特別支援学校Ｔボール教室 川越特別支援学校たかしな分校
（埼玉県川越市）

10日（火） 野球事業推進委員会（事業検討会） 当振興会事務局（東京都墨田区）

11日（水） 平成26年度第４回常務理事会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

14日（土） 北海道野球協議会　平成27年度　理事会、総会 ガーデンシティー札幌（北海道札幌市）

15日（日） 姫路城リニューアル記念野球教室 姫路球場（兵庫県姫路市）

18日（水）
平成26年度第4回理事会 KFCホール（東京都墨田区）

野球力指導アカデミー 電通本社（東京都港区）

23日（月）
甲子園視察 甲子園（兵庫県西宮市）

香川オリーブガイナーズ2015決起集会 高松国際ホテル（香川県高松市）
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ようこそＯＢクラブへ！

髙木 大成 さんが入会しました

　引退して10年目を迎えた今年、OBクラブに入会させて

いただきました。現在は野球界から少し離れた場所でサラ

リーマンをしていますが、引退後の6年間はライオンズで事

業に携わってまいりました。そこで感じたことは、底辺拡大

や選手・指導者の育成と同じくらいOBのセカンドキャリアの

充実がプロ野球発展に必要だということです。プロ野球人

生を歩んできてよかったと思えるOBを増やすことが、野球

界発展に繋がるのではないでしょうか。今回参加した学生

野球資格回復研修会や幕張メッセで開催されたBASEBALL 

COACHING CLINICなどの取り組みは、まだ入口は狭いもの

のセカンドキャリアへの可能性を秘めていると思います。野

球のスペシャリストを会員に持つこのOBクラブが、技術指導

とその先のキャリア支援を担っていただければと願うととも

に、私もその一員として野球界発展に少しでも尽力できれば

と思っております。

◆髙木 大成プロフィール

1973年12月7日生まれ（42歳）
◦東京都八王子市出身　内野手
◦ 桐蔭学園高校➡慶應義塾大学➡西武
◦ ゴールデングラブ賞2回、オールスター出場3回、JA全農

Go･Go賞1回

■新入会員一覧 2015 年３月末日 現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション

山本　和樹 南　海 57 投手

森　　跳二 広　島 33 投手

山内　泰幸 広　島 42 投手

磯貝　公伸 巨　人 53 投手

安斉　雄虎 横　浜 24 投手

栗田　聡 広　島 51 投手

森山　良二 西　武 52 投手

金﨑　泰英 オリックス 43 コンディショニングコーチ

髙木　大成 西　武 42 内野手

権藤　良嗣 西　武 41 球団職員

中江　暢秀 ロッテ 51 打撃投手

川部　栄子 日本ハム ウグイス嬢

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

青木　稔 巨　人 2014年12月30日 80 1934

初岡　榮治 国　鉄 2015年 １ 月 ８ 日 84 1930

松橋　義喜 国　鉄 2015年２月11日 81 1934

安原　達佳 巨　人 2015年 ４ 月 １ 日 79 1936

稲垣　正夫 東　映 2015年 ４ 月 ６ 日 79 1935

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。






