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　９月28日開催の、2020年東京五輪組織委員会

の種目追加検討会議と理事会において『野球・ソフ

トボール』他４競技を正式に国際オリンピック委

員会（ＩＯＣ）に提案することが決定しました。

　当振興会としても大変喜ばしいことですが、未

だいろいろと課題が多いと聞き及びます。

　『野球・ソフトボール』の東京五輪開催へ向けて、

当振興会になにかしらの要請がありましたら、会

を挙げて全面的に協力してまいります。会員の皆

様の温かいご支援を宜しくお願いいたします。

　さて７月15日の九州地区を皮切りに、９月８日

の北海道・東北地区までのブロック会議を開催。各

地で各代表幹事の皆さんから、当振興会に対する

熱い思いを今年も聞くことが出来ました。

　昨年度は、理事長就任直後ということもあり、各

ブロックに２回足を運ばせていただきましたが、

今年は１回にとどめさせていただきました。結果と

して今年度は、回数が少なく、開催期間の間が長い

分、貴重な意見や報告事項が数多く出されたと思

います。昨年度、各ブロックでは、討議に時間を要

する検討事項が異なることを体験することが出来

ました。今年度は、その内容がより具体化されてい

ると肌で感じ、各代表幹事の皆様の、熱い思いを昨

年以上に感じた次第です。

　最後に、今年度の当振興会の大きな目標の一つ

は『賛助会員の入会促進』です。

　昨年、当振興会の情宣活動拡大のために『広報

委員会』を立ち上げました。今年は、その情宣を活

かし賛助会員入会促進をはかるため『賛助会員入

会促進委員会』を設けました。

　いずれの委員会も、前向き且つ貴重な意見が数

多く提案され、その集約に事務局は『嬉しい悲鳴』

が出るほどであると聞いております。

　この号が発行される時期は、各地区で『チャリ

ティーゴルフコンペ』が開催される頃です。12月

には年末のメインイベント『感謝の集い』も行われ

ます。イベント当日は、一般の皆様とＯＢの皆様が

一緒にプレーし、話も弾むと思います。その際何気

なく『賛助会員』への入会ア

プローチをぜひ、お願いいた

します。

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27年度   ブロック会議 報告
 　各地区のブロック会議を下記内容で開催しました。活発な意見が飛び交い、この意見をもとに

都道府県代表幹事会ではさらに討議の内容を深めていけたらと考えています。

・ 野球指導者講習会（BCS）開催に関する件

・ 日本プロ野球OBクラブ杯に関する件

・ チャリティーゴルフ開催に関する件

・ 賛助会員の入会促進に関する件

・ その他

検 討 事 項

「都道府県代表幹事会」＆「感謝の集い」お知らせ

　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、懇親会「感謝

の集い」を開催します。

　正会員、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、ご参加ください。また、感謝の集

い前には「都道府県代表幹事会」を執り

行います。

　まだ間に合うチャリティー

ゴルフコンペ！

各地区参加者募集中!!

　ご参加希望の方は事務局

までお問い合わせください。

● 第10回関西地区⇒

12月11日(金)
東条パインバレーゴルフクラブ　兵庫県加東市新定275-144
正会員：無料　賛助会員：22,000円　一般：25,000円

● 第16回九州地区
11月24日（火）
玉名カントリークラブ　熊本県玉名市石貫3987
正会員：無料　賛助会員：18,500円　一般：19,500円

● 第４回東海地区
12月9日（水）
愛岐カントリークラブ　岐阜県可児市大森1501
正会員：無料　賛助会員：22,000円　一般：25,000円

● 第４回中国・四国地区
12月16日（水）
鷹の巣ゴルフクラブ　広島県廿日市市河津原137-2
正会員：無料　賛助会員：18,500円　一般：19,500円※ 詳しくは、同封また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

感謝の集い

時　間　：　15：00～

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　：　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

開催日 ： 平成27年12月3日（木）
会　場 ： 東京ドームホテル

チャリティーゴルフコンペ 参加者募集中!!

地区 開催日時 地区別のテーマ

北海道・東北地区 9月8日（火） 青森・山形幹事兼務地区の検討

関東地区 9月4日（金） ＢＣＳ開催に係る検討
ゴルフコンペ開催の件（会場、参加費変更）

北信越・東海地区 8月21日（金） 北信越地区のＢＣＳ開催

近畿地区 8月17日（月） ゴルフコンペ（会場変更・集客呼びかけ）
キッズベースボールの取り組み

中国・四国地区 9月2日（水） 指導者講習会のニーズについて調査

九州地区 7月15日（水） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯、ＢＣＳ実施を踏まえ
賛助会員、協賛企業へのアプローチ

日時・場所変更になりました
※当該地区在住の会員には郵送にてご案内済みです。

3



社 会 貢 献 事 業TopicsTopics 02

【参加ＯＢ】
投　手：松沼雅之（元西武）、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： 坂巻　豊（元サンケイ）、佐藤　洋（元巨人）、森　博幸（元西武）

副島孔太（元ヤクルト）、斉藤秀光（元横浜）
管理栄養士：坂元美子（元オリックス）　※10/3まで参加
役　員：吉田克郎（元大洋、岩手県代表幹事） ※敬称略

　2011年の震災後、岩手県気仙地区で
続けてきたこの活動も今回で5回目。
　今年は10月2〜4日に、陸前高田市、
大船渡市、住田町を右表のOB11名が
訪問し、野球を通じた支援活動を行って
きました。

1日目

（陸前高田＆大船渡市内、陸前高田市立高田東中学校）

被災地見学、
　　　学校訪問＆アオダモ植樹

被災地見学は、震災の影響で製造するための設備や在
庫などのすべてを失った『酔仙酒造』に訪問。震災当日と
直後の陸前高田市の様子を動画と写真で説明いただき
ました。その後、高田東中学校でアオダモの苗木植樹（左
の写真）。苗木がバットになるまで70年。数十年後の苗
木の観察にOBの誰かが行ってくれないかな・・・。

2日目

（住田町運動公園野球場、住田町社会体育館）

交流会♪野球ゲーム、
　　　指導者講習会＆交流会

3日目

（住田町運動公園野球場）

野球教室
　最終日は中学1、2年生を対象とし
た野球教室。昨年に続き、2度目の参
加となる伏島さん（左の写真右）は「捕
手への指導に時間をかけたい」と、約
100分間の徹底指導を行いました。

（写真左：坂巻さんの開会式での挨拶より）
この活動の始まりは、皆さんを想う地元の先生からのお手紙だった。
皆さんにも、この地域でこれから中学生や小学生になる、未来の子ど
もたちを思いやる気持ちを受け継いでもらいたい。

（全5回参加の佐藤さん：写真右）
震災直後の困惑の中、開会式に整列した子どもたちの姿勢良く立つ姿が脳裏
に焼き付いています。この事業が子どもたちの今後の活躍の“きっかけ”とな
ることを願い、お力添えいただいたすべての皆さまに深く感謝申し上げます。

　午前中は楽しむことを目的とした時間。参加者の制限
はナシ!!　最年少は5歳の男の子でした。右の写真は隣
りの人とつま先を付け、輪となったメンバーと手を繋い
だまま立ち上がるゲーム。皆さん苦戦していました。午
後は恒例の指導者講習会を開催。

東日本 大 震 災 復 興 支 援 活 動  2015
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過去4年間の活動と今、そしてこれから
「子どもたちは発散する場所がない」。
　現地の先生は言います。阪神・淡路大震災後のデータ
から先生方が心配していたことは、震災3年後から非行
に走る生徒が増えること。しかし元々、大人しい生徒の
多いこの地域では、違う現象が発生。親や周囲の大人が
不安定な精神状態になる中、その環境で育つ子どもたち
は、より内向的になったのです。
　初開催の2011年、子どもたちがどんな状態なのか恐
る恐る訪問したOBでしたが、子どもたちから逆に元気
をもらいました（写真①）。2012年、津波の被害を受け
た建物や瓦礫の山が残る陸前高田市（写真②）。2013
年もその街並みに変化がない地域で生活する陸前高田

第一中学校の生徒ですが、こんな笑顔を見せてくれまし
た（写真③）。昨年は安部理さん（元西武）が母校の大船
渡第一中学校を訪問、後輩たちとアオダモの苗木を植樹

（写真④）。

①

　震災から4年半が経過。広々とした校庭がない。帰宅
する仮設住宅は隣りの声が聞え、ときには大人の罵声ま
でも・・・。子どもたちは大人の顔色を伺いながら育ち、自
分の意思を示さず、発散する場所もありません。
　震災前の生活を取り戻すことはできないけれど、特別
な一日を一緒に過ごすことはできます。この活動が終了
しても、その想いをOBが引き継ぎ、個々の活動に生かし
てもらいたいです。

②

③ ④

〜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  2015
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終わってみたらひと夏の夢舞台だった。 監督としてはとにかく忙しかった。

楠城　徹さん  九州国際大学付属高等学校（元西武） 榊原 聡一郎さん  宮崎日本大学高等学校（元広島）
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2015年度学生野球資格回復研修制度《受付締切11/18（水）》

学生野球資格回復研修制度を利用して資格を得たＯＢ2人が監督として、この夏に初めて甲子園の土を踏みました。

プロ研修会受講Step. 1

開催日： 12月12日（土）・13日(日）東京会場
 12月19日（土）・20日（日）大阪会場
2日間（各日7時間程度）

学生野球研修会受講Step. 2

資格回復者一覧  （2015年5月～9月まで）
資格回復承認 No. 氏　名

1 S-0680 岡本　秀寛

2 S-0767 浅間　敬太

3 S-0708 藤田　太陽

　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」を受けなくてはなりません。

受講希望の方は、受付期間内のお申し込みをお忘れなく！

日本野球機構（コミッショナー事務局）　
全国野球振興会（日本プロ野球OBクラブ）　
日本プロ野球選手会

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

　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)」が今年度も開かれます。NPB、選手会、OBクラブのプロ

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」の確立を目指しています。プロアマ問わずどな

たでも参加できますが、元プロの方々には「NPB公認野球指導者」

資格が付与されます。ぜひご参加ください。

　野球指導者講習会［BCC］
　　 BASEBALL COACHING CLINIC

一般社団法人日本プロ野球選手会　
事務局長 松原 徹氏 を悼んで

期　間 ： 2016年１月22日（金）・23日（土）・24日（日）

会　場 ： 幕張メッセ（千葉市美浜区）

受講料 ： 5,000円
（申込は → www.baseballjapan.org）

素敵な相棒 「馬鹿やろう！」
　まだ道半ばじゃないか、３年前「まっちゃん」が学生
野球資格回復アマプロ協議会に俺を呼んでくれて、

やっと軌道に乗ってきたところなのに。

　プロ・アマ協議会で自ら熱くなり学生側と喧嘩寸

前までいったり、俺が熱くなった時はちゃんと抑えてくれたりと最高の

相棒と思い、信頼・尊敬していたのに。

　まだまだ課題は山積み、これからが正念場と云うときに・・・。

　「ご冥福をお祈りします」なんて云わない。

　帰って来るのを「俺は待ってるぜ」。
学生野球資格回復制度

担当　  島田 正博

　甲子園が国民的な大会であること、こんなに注目されて、たくさんの

人に応援してもらってみんなに感動を与えていることを実感しました

ね。

　監督になってすぐの秋の大会で負けてしまって、翌年の国体に連れ

て行くから頑張れって選手たちにきつい練習をさせましたね。予選で

は固くなっていた選手たちも甲子園にいったらハツラツとプレーして

いました。甲子園では自分たちに足りないものがわかりましたし、甲子

園は必ず戻ってきたい場所です。

　辛いことなのはわかっていて、監督の話を引き受けました。球団スカ

ウト時代の夢が今回の結果につながってくれて学校関係者、応援してく

れた人たち、そして選手たちに感謝しています。

　子どもたちに夢を与えるためにプロ野球で頑張ってきた人たちの原

点にあるのが高校野球。これから指導に当たるＯＢの方が努力すること

の大切さを伝えていただいて、野球を盛り上げていけたらいいですね。

　甲子園はプロ野球の時とは違って、“高校野球の聖地”ここを目指し

てやってきたなと。宮崎県代表としての重圧をすごく感じましたね。

　（宮崎日本大学高等学校が18年ぶりの出場は）今まで、プロに行く選

手が多数いたが甲子園には出られなかった。でも、今年はなぜか行け

ると思いました。礼儀、挨拶、時間厳守の当り前を徹底して、練習なら練

習、勉強なら勉強って時間を区切った。チームの中心に入って、今まで

ケジメがなかったことがわかりました。

　１年目に甲子園に出られたことで注目されたけど、監督になって特

別な練習、指導はしてこなかった。OBの代表として第一歩を踏み出せ

てよかったです。研修会や講習会、セミナーを受けて勉強になりまし

た。ほかのＯＢ講師の方の話やカープでのコーチ時代の経験が自分の

財産になっています。この財産を少しでも選手たちに伝えていけたら

いいと思います。OBが監督の高校同士で試合を行ったり、夢の広がる

ことをしたいです。

訃 報

甲子園で

感じたことは
?

Interv
iew
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　「技術セミナー」は、ＯＢ相互の勉強会です。講師も参加者も同じプロ

野球出身者です。講師のお話をきっかけにして、みんなで考え、意見を

交換することで各自が理論や指導の引き出しを増やしていきます。

　今年も各会場でたくさんの野球談議が繰り広げられています！！

技術セミナー
開催日

（10：00〜17：00） 会　場 講　師（プレゼンター）

7月18日（土）
関東地区

（東京都墨田区）

城之内邦雄、河村健一郎
石毛宏典、駒田徳広
伊原春樹

8月22日（土）
東海地区

（愛知県名古屋市）
黒田正宏、齊籐明雄
山﨑武司、廣瀬哲朗

9月12日（土）
九州地区

（福岡県福岡市）

外木場義郎、里崎智也
本間満、佐々木恭介
立花龍司

9月27日（日）
近畿地区

（大阪府大阪市）
石井丈裕、若菜嘉晴
中村紀洋、佐藤圭司

10月17日（土）
中国四国地区

（広島県広島市）
松沼博久、黒田正宏
伊原春樹、佐々木恭介

■ 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

15-0306 2015.10. １ 頓田　国満 ダイエー

15-0307 2015.10. １ 浮島　徹士 ロッテ

15-0308 2015.10. １ 猿渡　寛茂 日本ハム

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

●  捕 球 〜 送 球： グラブを立てると肘がロックしてしまう。顔が投げたい方向に先に向いてしまうと中心がずれる。これ
を防ぐために、捕球から送球は少しグラブを見るイメージで行う（石毛）

●  ポジション別の守備の特性（本間）
　　サ ー ド ： ハンドリングが大事。いかにグラブがうまく使えるか近距離で練習する。
　　ファースト： 逆の動きが入る。反応してはいけない打球があるので、自分で守備範囲のラインを引く。投手の動きを

把握したプレー。ベースを踏むのは伸びたときに離れない場所がよい。ベースの高さを利用する。逆手
捕球した方がボールが入ってくれて強くタッチできる。

　　ショート、セカンド： 併殺をとることが使命。ショートは流れでできる。セカンドはベースを利用する。走者の妨害スライディ
ングには逃げない。逃げる方がケガが大きくなる。

●  構　　え： 足の幅は肩幅程度の居心地がいいところに開き、後ろ足の指が少し
ピッチャーを向くくらいだと体重移動がスムーズにできる（駒田）

●  フォーム： バットを肩に置いて少し上げるくらいの位置。脇は締めない。足
が前についたら頭は前に出さない。高い位置からボールを落と
してミートさせる練習は、後ろ足の使い方を覚えられる（駒田）

●  体重移動： 前に重心が移動し、打った瞬間後ろに跳ね返るイメージ（山﨑）
●  体が開くときの練習方法
   トスバッティングで真横に返すイメージで打つと開きを修正できる（山﨑）
●  肩が開くときの練習方法
   ティー台を軸足の前に置き、ピッチャー返しを打つイメージで練習する（佐々木）
●  膝が開くときの練習方法
  逆腰を使う。腰をインパクトの時に逆に回す。いわゆる二枚腰（佐々木）

●  練　習： ブルペンで投球を数多く受けることが大事（河村）（里崎）
（若菜）

●  配　球： キャッチャーのサインはピッチャーへのおうかがい。あくまで、
ピッチャーをたてること（黒田）

●  構　え： お尻が少し上がった状態で太ももの外側のラインを地面と平行に
構えると横も上下も動きやすい。ワンバウンドに膝を落とすだけ
で対応できる。お尻が落ちていると上げてからボールを止めに行
くので間に合わない（里崎）

●  ブロック： ‘斜めにすべる’は難しい。肩を内側に入れるだけでいい（里崎）

●　 盗塁： 盗塁はチームに勇気を与える。走塁の失敗はチームの士気を下げる
（伊原）

●　 バントの空振りでバッターが悪いは“NO！”当たってからランナーが
スタートすればよい（伊原）

●　 走者1・3塁のダブルスチール：ギャンブルスタート。1塁走者は二塁
の4・5M手前でストップ。2ー4の送球を想定して3塁走者“GO！”（伊
原）

●　 走塁： 必ず前の走者を見て走ること！試合が佳境に入ると選手は自分を見
失ってしまう。走者に注意を促すコーチャーの一言が大事（伊原）

守備編

打撃編捕手編

戦術編
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  attention！！
ここに表現したものは講師の言葉の一部だけを抜粋したものです。前後
の話の流れやジェスチャーがあってこそ、講師の思いが表現されます。こ
こで紹介した言葉だけでは、誤解を与えてしまうかもしれません。より理
解を深めるためにぜひ技術セミナーに参加しましょう。

石毛 宏典さん（関東地区）

本間 満さん
（九州地区）
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「教員の醍醐味を感じながら」

入試対策で今が1番年間で忙しい時期？
必死に進路をかけて闘っている生徒たちの傍

にいますが、生徒たちが３年間で一番熱心にな

る時期ですね。高校入試もそうですが、大学進

学は人生で1番最初のビックイベント。AO入試

はプレゼンテーションもありますので、生命保

険会社に勤めていたときの経験が指導では活

きているかな。社会人経験があるぶん、いろん

なことを経験していますので。

大学の時に教育免許を取得、その時以来
の教壇
1年目は何日も徹夜しました。教科書をどう教

えればいいのだろって。知らない言葉ばっかり

で知っている言葉もあるけど、いきなり専門用

語を使ってもわからない。かみ砕いて、どう組

み立てていけばいいだろうって夜も眠れなかっ

た。予習は今でも大変。去年やってよかったとこ

ろはさらに改善して、まったく生徒に伝わらな

い部分をどう説明するか。授業していると理解

しているか聞いているかわかるのですよね。

授業の組み立て方は
世界史、日本史、現代社会、政経、小論文を担当

しているのですけど、どれもいっぱいいっぱい

で必死ですね。金融や不動産会社に勤務してい

た経験もあるので、社会での実際の話をします

よ。なるべく歴史以外の授業では経験を織り交

ぜていけたらなと。国債や株の話は現物を見た

ことがない高校生にはやっぱり難しい。そこに

興味が持てるようにはしたいですね。一方的な

授業にならないように、やりとりがあるように

は心がけていますね。

生徒が受験しているときはやっぱり緊張
する？
もうやれることはすべてやって、あとはその子

の持っているものでやれば大丈夫だよって。そ

う背中を押してあげられるくらい、時間がある

かぎり付き添っているので。受験に合格して泣

きながら来てくれる生徒がいるのですが、その

顔見たさなんですよ。‘お～、よかったな’って

心から言えますね。本当に嬉しくて、だから毎

日遅くまで生徒たちに付き添える。成立学園に

は素直で良い子が多い。その子1人じゃ見られ

なかった世界を見せてあげられたり、いけな

かった大学に、ちょっと手伝うことで入学させ

てあげられたり。それが教員の醍醐味ですね。

「あえて遠ざけていた野球」

試行錯誤していたプロ野球時代
9歳からプロ野球選手になるって決めて、大学

から無事になれて、少し安心してしまった部分

があった。入団してからのライフプランが描け

ていなかった。プロ野球は最高の場所でした

ね、また生まれ変わってもプロ野球選手になり

たい。現在はアスリートクラスも担当している

のでそこでは「いい準備をしろよ」って生徒に

は言っています。自身の失敗があるので。

引退後、保険会社、不動産、金融、住宅
メーカーと‘あえて’野球を遠ざけていた？
野球しかできないって思われるのが嫌で、あえ

て遠ざけていた部分がありました。29歳で社

会人デビューをして、13年勤めた保険会社を

退職してから自分の気持ちが変わってきたの

でしょうね。はっきりしたものはなかったのだ

けれど、いずれはもう一度野球に関わりたいっ

ていうのは、心のどこかにあったのだろうと。

「教員とコーチの二束のわらじ」

2年間の教員生活を経て学生野球資格を
取得して
やっと取れたか。そのあとすぐに学生野球資格

回復研修制度ができましたけど、この2年間も

よかったなって。グラウンドに立った時は本当

に久しぶりだなって。

実際に指導をしてみて
今の子は頭で理解してからやろうとする。どう

してそうなるのかをわからせてあげなきゃいけ

ない。その子の性格を把握することは心がけて

います。私自身も実際に今の子どもたちの気質

にふれて気づかされたこともありましたね。

今後は
野球部の指導のみならず教員とセットで自分自

身が成長できている部分はありますよね。受験

の指導をして、野球以外であんなに喜ぶ顔をみ

たことがなかった。何事も一生懸命やっている

と身の回りに変化がおきてくるので、自分自身

がたゆまず精進していけたらいいかな。今後は

生徒たちが一生懸命やれる環境を整えられるよ

うに心も体もリードしていけたらいいですね。

プロ野球退団後、様々な業種を経て2011年に
成立学園の教壇に立った舟山恭史さん。
平日の授業、週末は野球部寮に泊まって指導にあたり、
※ＡＯ入試の真っ只中の今は生徒とともに入試対策に追われている。
気づけば教員になって５年目。
“教員”の仕事の奥深さを感じている。

※ AO入試＝学力では測れない個性豊かな人材を求めることを目的としていて、目的意識や熱意・意欲を重視している入試制度。

私立成立学園高等学校
〒114-0001 東京都北区東十条6-9-13

舟山  恭史 （ふなやま やすし）
1967年８月１７日生まれ。
東京都立川市出身
日本ハムファイターズ（'90～'96）
成立学園硬式野球部コーチ（'13～）
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Special Interview

舟山 恭史舟山 恭史舟山 恭史
ふなやま  やすし
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・8月5日（水）天候：晴れ（芦別市民球場）
12:30　参加者集合、受付
13:00　オリエンテーション
14:00　開会式
14:30　練習開始

（ ウォーミングアップ、キャッチボール、
各ポジション練習）

16:30　練習終了、備品整理
18:00　夕食、交流会
19:30　トレーニング講座
20:30　入浴
22:00　消灯、就寝

・ 8月6日（木）天候：晴れ（芦別市民球場、
サブグラウンド）

6:30　  起床、ウォーキング
7:30　  朝食
9:30　  練習開始（各ポジションにて）
12:00　昼食
13:00　練習開始（各ポジションにて）
16:30　練習終了、グラウンド整備
18:00　夕食（焼肉パーティー）
19:30　入浴
22:00　消灯、就寝

・ 8月7日（金）天候：晴れ
（芦別市民球場、サブグラウンド）
6:30　  起床、ウォーキング
7:30  　朝食
9:30  　紅白戦開始（4チームにて）
11:50　練習終了
12:00　閉会式
12:20　サイン会
13:00　終了

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
　北海道芦別市と共催事業でスタートした同キャンプ

も本年で4年目を迎えました。今年は天候にも恵まれ

北海道らしい天候の中3日間全て屋外にて実施するこ

とが出来ました。

　初日の開会式では、今野宏芦別市長が歓迎の言葉と

「3日間野球仲間との良い想い出づくりをしてくださ

い」と挨拶、NPO法人北海道野球協議会・柳俊之理事

長から「先生から教わったことを日頃の練習に採り入

れて頑張ってください」とご挨拶をいただきました。

　開会式後、市民球場にて入念なウォーミングアップ

を行いキャッチボールの基本に多くの時間をとり、そ

の後市民球場とサブグラウンドの2会場にて各ポジ

ションでの練習を行い初日の練習はあっという間に過

ぎ、夕食後は金崎允宣トレーニングコーチによる怪我

予防のための講座とストレッチ方法を学びました。

　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を昼食を挟み16時まで行った後、

お楽しみの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。

　集団生活による団体ルールの学習、礼儀作法の修得

などを目的としたキャンプも回数を重ねるうちに芦別

市、振興会の事業として定着してきました。

　本キャンプが今後とも、関係者皆様のご協力を得て

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ことが出来ればと願ってい

ます。

・開催期日：2015年8月5日（水）～7日（金）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）

・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、星槎グ

ループ、芦別市体育協会、芦別軟式野球連

盟、芦別市スポーツ少年団本部

・助　　成： 独立行政法人日本スポーツ振興センター

・指導講師： 高橋 慶彦（元広島：芦別市出身）

大塚 光二（元西武）

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）　計5名

　元プロ野球選手の学生野球資格回復がすすむ中「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」を共催している芦別市が主催となり、同市が推進

するトップアスリートスポーツ教室を北海道芦別高等学

校硬式野球部を対象に実施しました。

　これまでは、小中学生に対する野球の技術指導は数多

く実施してまいりましたが日本高等学校野球連盟加盟

校の一学校を対象とした野球教室はこれが初の試みと

なり、当会から資格回復を行った高橋慶彦さん、三井浩

二さんの2名が講師となり現役高校野球部員を8月4日

から2日間にわたり指導しました。

　かつて石炭産業で栄え最盛期には人口が7万を超えた

市も閉山に伴い激減しその影響で学校施設も統廃合され、

現在は高等学校1校となり人口も1万5千人となりました。

　そのような中で「もう一度空知管内から甲子園出場」

を目標に元プロ野球選手を講師に迎え技術向上に取り

組んでいこうというのが今回の目的です。

　芦別市は、1度だけではなく年数回指導の場を設けて

継続していく意向であります。

・開催期日： 2015年8月4日（火）13:00～16:30

※ キャッチボール､ペッパー､ピッチング指

導、バッティング指導

  5日（水）12:00～13:00

※守備練習

・開催会場：芦別市民球場

・主　　催：芦別市、芦別市教育委員会

・協　　力：公益社団法人全国野球振興会

・参 加 者： 18名（ 2年生:8名、1年生：9名、

女子マネージャー：1名）

・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）

（芦別高等学校）

・ 昭和16年に誕生した前進の芦別実科高等女学校を母

体として昭和23年に現在の形となり、創立70年を超え

る学校

・ 硬式野球部は、1955年（昭和30年）第37回全国高等

学校野球選手権大会に出場

芦別市トップアスリートスポーツ教室

「硬式野球教室」
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野球部員、講師との集合写真

キャッチボール指導

投手指導

今野宏芦別市市長挨拶 焼肉パーティー三井浩二氏指導風景高橋慶彦氏指導風景開会式、参加者、講師との集合写真

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。

芦別市主催
！！
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　6月20日（土）浦和総合運動場

硬式球場（埼玉県さいたま市）に

て、さいたま市主催の障害者スポー

ツ教室が開催され、鈴木健さんと三

井浩二さん（ともに元西武）が講師

として参加しました。

　OBクラブが本教室に協力するのは9年目。毎年参加の方、すでに来

年の参加を約束してくれる方など、この教室は参加者にとって“楽し

み”な存在となっていて、OB講師もやりがいを感じていました。

　海の日の7月20日、長野県佐久市の佐久市営球場にて佐久平少年

少女野球道場が行われました。

　講師は、藤田太陽さん（元阪神）、高森勇旗さん（元横浜）、副島孔太

さん（元ヤクルト）です。

　元気いっぱいの子どもたちと、熱意ある地元関係者の方々と、とて

も充実した一日を過ごすことができました。

　藤田さんの手抜き無しの速球をバッターボックスで体験できた子ど

もたちは、忘れられない体験になったと思います。

主　　催：佐久平少年少女野球道場実行委員会

佐久平少年少女野球道場が
行われました

さいたま市障害者スポーツ・レクリエーション教室

「野球教室」

　何歳になっても「夢」と「白球」を

追いかける！60歳以上のシニア世

代によるスローピッチソフトボー

ル大会が9月12日（土）、13日（日）

に東京・大田区の大田スタジアムで

開催され、本年もこの大会を後援しました。

　今年104歳を迎えた今も現役の名医・日野原重明　聖路加国際病

院名誉院長の名を冠した大会は、関東を中心に国内はもとより、ハワ

イからの参加も含めて25チームが参加しました。この大会の開会式

に、当会から八木澤荘六理事長のほか、OBの高橋直樹さん（元巨人）、

千藤三樹男さん（元日本ハム）、が参加。今年喜寿を迎えた高橋さん

は、チームの一員としてプレーに参加、千藤さんは各チームを巡回し

て技術指南に汗をかいていました。

　「野球の最初のルールでは、“打者に打たせる”ことが決まりで、最初

に21点を取った方が勝ちでした。打

たせて捕る……野球の原点に返って

大いに楽しんでください」。開会式で

野球の醍醐味を強調した八木澤理事

長は、80歳以上の現役プレーヤーに

記念品を贈呈するセレモニーにも参

加、生涯現役で頑張るシニアの皆さ

んを激励していました。

　シルバーウイークを目前に童心に

返ってプレーに汗するスーパーシニ

ア選手たちに思わず脱帽の２日間で

した。

　高齢者と子どもたちの触れ合いの機会に「野球」を！　9月27日、福

岡県久留米市で開催された「第39回青峰校区体育祭」（企画・NPO法

人グラウンドワーク福岡）の一環として当振興会のキッズ・ベースボー

ル・プログラムの内容を採り入れ、野球が好きな高齢者と初めてバッ

トを振る子どもたちなどの交流に協力しました。

　当日は、福岡県在住の太田浩喜さん（元西武・同県代表幹事）と木村

茂さん（元ダイエー）の2人が講師となって参加。キャッチボールの練

習から始まり、ティーコーンを使用してボールを打つ体験も。慣れてき

たところで紅白戦も実施。飛んできたボールを追いかける幼少児童、

打って一生懸命に走る高齢の女

性。歓声が青空に響きました。

「高齢者と子どもが触れ合うきっ

かけになって、子どもたちがもっ

と野球に興味を持ってくれれば」

（太田さん）。地域住民の皆さん

の大きな輪になることを期待し

ています。

　夏期に開催したOBクラブ杯は5年

目を迎えた佐賀県大会。優勝に輝い

たのは佐賀市立諸富中学校、準優勝

は同市立鍋島中学校でした。

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
8月開催報告

■ 大会結果
会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

佐 賀
（第5回）

8月22、23日 諸 富 鍋 島 基 山
牛 津

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
『後援 ： 帝京大学』

第11回  日野原重明カップ

九州地区

スローピッチソフトボール大会

キッズ・ベースボール・プログラム
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参加した子どもたちと記念写真の参加講師
（太田さん＝後列中央、木村さん＝後列左）

80歳以上のプレーヤーに
記念品を贈る八木澤理事長（右）

熟年のフルスイングに両軍ベンチから歓声が

参加チームの代表者との記念写真

シルバーウィーク目前で
童心に返ってプレーの一日

久留米市で高齢者と子どもたちの
「野球」触れ合い体験を実施しました



大和ハウス工業株式会社様からのお知らせ

　全国少年少女野球教室のメインスポンサーである大和ハウス工業株式会社様より、下記の割引商品のご提案がありました。
　会員の皆さまで、お住まいの『新築』『リフォーム』『購入』等ございましたら、この機会にぜひ、下記お問い合わせ窓口にご一報い
ただきたく存じます。
　なお大和ハウス工業株式会社様と当振興会では、平成22年４月１日に商品割引の業務提携の契約を締結しております。

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

　「日本プロ野球OBクラブ　東京ベースボールスクール」の第8期受

講者を募集中です。

　このスクールは、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年生を対象に、神宮球場室内球技場で元プロ野球選

手が指導する本格的な野球スクールです。３ヵ月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

体作りについて学ぶほか、メンタル講座も開設します。

開催日時： 平成27年12月4日（金）～平成28年2月19日（金）の３ヵ月

※毎週金曜日の17：30～21：30　合計10回

会　　場：明治神宮外苑室内球技場（東京都新宿区）

指導講師：屋鋪　要（元巨人）、野村 弘樹（元横浜）、副島 孔太（元ヤクルト）

お 知 ら せTopicsTopics 07
日本プロ野球OBクラブ

東京ベースボールスクール
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受講者募集中!!



　12月6日（日）に都立産業貿易セン

ター台東館で開催します。こちらの会

場では「日本プロ野球ＯＢクラブオフィ

シャルカード『MVP列伝』」（別掲記事参

照）の先行販売を行う予定です。1年に

２回開催されるこのイベントでは、トレ

カの即売、交換、ＯＢのトークショーも開催され、会場は毎回盛り上がっ

ています。また当会の賛助会員の募集活動も行っていますので、ぜひお

越しください！イベント開催会場限定の入会キャンペーンとして、イベン

ト期間限定の景品をご用意しております。入会をご希望の方は、ぜひこ

の機会にご加入ください！！すでに賛助会員になられている方もブース

でのイベントにご参加いただけます。その場にて会費をご納入いただ

き、同日から１年間の更新をお受けします。

・開催日時：2015年12月6日（日）11：30～16：30（予定）

・会　　場： 都立産業貿易センター台東館　東京都台東区花川戸2-6-5

最寄駅は、東京メトロ銀座線・東武スカイツリーライン「浅草

駅」から徒歩5分、都営浅草線「浅草駅」から徒歩8分

・入 場 料： 500円（税込）

※小学生以下 無料

● ご来場の方には会場限定プロモーションカードをプレゼン

ト（予定）

※ イベントの内容等の変更が生じる場合があります。㈱ミントの公式web

サイトまたは、当会の公式webサイトを参照の上、ご来場ください。

トレカフェスタ ＴＯＫＹＯ 2015 winter で
いち早く“ＭＶＰ列伝”を手に入れよう！！ 先行販売！ファン必見！！

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、11月30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。

〒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.67  プレゼント」 係
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“ＭＶＰ列伝” 発売！
　㈱エポック社制作・発売の当振興会の公認商品、ＯＢクラブオフィシャ
ルカード第14弾が発売されます。今回のテーマは“ＭＶＰ”。日本プロ野球
の年間で最も活躍した選手に贈られる賞を受賞してきたレジェンドたち
のカードセットになります。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。
　1ボックスに直書き直筆サインカードを２枚以上封入！　この夏に発
売の「歴代最高記録列伝」で話題となった日本初の直書き直筆サイン入
りブックレットカードも予定しています。さらに、高級インサートカードも
１ボックスに１枚を封入するという、コレクターにはたまらないプレミア
ムな仕上げとなっています。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としておススメします。
　詳しくは、㈱ミント様ならびに当振興会の公式サイトをご参考ください！
＜商品構成＝予定＞
● 商品名： 日本プロ野球ＯＢクラブオフィシャルカード『ＭＶＰ列伝』
● 内　容： １ボックス　インナーボックス2個入り（計カード5枚入り）

インナーボックス①レギュラーカード2枚＋インサートカード1枚
インナーボックス②スペシャルインサートカード2枚
カード構成（全176種予定）

● 予　価： １ボックス15,000円（税抜）　16,200円（税込）

● 発売時期： 2015年12月12日（土）全国の有名カードショップ等
　※ 12月6日（日）カードイベント会場にて先行発売を予定。（別掲記事参照）
当振興会のＨＰから予約販売を受付中。
http://www.obclub.or.jpをご覧ください。
※ 予告なく内容に変更が生じる場合

があります。予めご了承ください。

日本プロ野球ＯＢクラブ

オフィシャルカード

日本プロ野球OBクラブ
オフィシャルカード 「ＭＶＰ列伝」

　㈱エポック社制作・発売の当振興会の公認商品、ＯＢクラブオフィシャ

2015年

年末の新
商品紹介

OBの直筆サインボール （各１名様）

プレゼントコーナー 応 募 方 法
Present Corner

12月12日に発売予定！

プレゼントコーナー当選 高確率 !!

当選 高確率 !!



特別連載
Vol.26 山田久志投手使用グラブ

　1973年、パ・リーグは2シーズン制を導入しました（82年まで）。

シーズンを前期・後期に分け、それぞれの優勝チーム（勝率1位）によ

る年度優勝決定試合（3戦先勝制のプレーオフ）を実施し、シーズン

優勝チームを決定しました。2位以下については前後期通算130試

合の勝率順となっています。

　写真は、阪急ブレーブスのエースとしてこの時代に大活躍した、

山田久志投手のグラブです。独特なアンダースローからの力のある

ストレートとシンカーを駆使し、最多勝を3回（72、76、79年）、最優

秀防御率を2回（71、77年）受賞。76～78年にはプロ野球史上初め

て3年連続MVP受賞の快挙を達成しました（その後イチロー選手も

94～96年に受賞）。通算284勝は歴代7位の大記録で、2006年に

野球殿堂入りされました。

　山田投手に代表される個性的な名選手の活躍もあり、プレーオフ

を導入した73年、パ・リーグは初めて観客動員400万人を突破、79

年には500万人を突破し、徐々に人気が高まっていきます。また、74

年には金田正一監督率いるロッテ・オリオンズが10シーズンぶりに

パ・リーグに日本シリーズの覇権を奪還、翌75年には上田利治監督

のもと、山田投手の活躍もあり阪急ブレーブスが球団創設以来初の

日本一、そして同年から3連覇を達成するなど、巨人V9後のプロ野球

をパ・リーグが盛り上げました。

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
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　この号が皆さまに届く頃は、クライマッ

クスシリーズ（ＣＳ）・日本シリーズも終了

し、2015年度のチャンピオンチームが決

まっていると思います。

　また、ＣＳに進出出来なかったチームは来

期に向け秋季キャンプの真っ最中ですね。

　この秋季キャンプは『若手選手の更なる

レベルアップを目指すこと』をテーマとす

る球団も多く、練習量の多さ・濃さはペナ

ントレースに向けての春季キャンプの比で

はない筈です。

　また10月22日は、プロ野球界の一大イ

ベントである『ドラフト会議』が開催され、明

日のプロ野球を背負って立つ選手達が指

名されます。

　新しい戦力が加わることによって、支配

下選手の枠がある以上、現役のユニフォー

ムを脱がざるを得ない選手も出てきます。

　プロ野球という実力の世界で生きてい

く以上仕方がないことですが、ドラフト会

議の華やかさとは対照的に一抹の寂しさ

を感じる季節です。

　特に今年は一時代を築いた選手達の引

退が例年になく多い年となり、ファンの皆

さんの前で花束を贈られ涙するシーンが

数多く報道されました。プロ野球を引退し

ても、野球界との繋がりを持ちたい方は多

いはず。

　当振興会ではその方々に入会の勧誘を

してまいりますが、このご時世、個人情報

保護法なるものがあり、なかなかアプロー

チが出来ない状況にあります。

　プロ野球という先輩・後輩の関係の深い

世界。皆さまのお知り合いで今年、現役の

ユニフォームを脱がれる方がおられまし

たら、ぜひお声掛けを宜しくお願いいたし

ます。

　それに付随し、当振興会では当会を支え

ていただく一般の方対象の『賛助会員』の

一層の獲得のため『賛助会員入会促進委

員会』を立ち上げ同会員の入会促進を行っ

ております。

　『正会員』『賛助会員』の促進を事務局で

は大きなテーマとして頑張ってまいりま

す。皆さまのお知り合いの方で、当振興会

の活動に興味また、入会をご検討の方がい

らっしゃいましたら、こちらの方もぜひご

勧誘をお願いします。

newsletternewsletter
・事・務・局・便・り・

　プロ野球という先輩・後輩の関係の深い
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活 動 報 告 会 員 情 報2015 年７月〜９月

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

7月

5日（日） トレカフェスタ 浜松町館（東京都港区）

9日（木） 小諸東中学校　PTA講演会 小諸東中学校（長野県小諸市）

14日（火） 北海道野球協議会　第1回　全体会議 毎日新聞社（北海道札幌市）

15日（水） 九州地区ブロック会議 福岡ビル（福岡県福岡市）

17日（金） 内外情勢調査会　葛飾支部　懇談会　講演会
ホテルラングウッド

（東京都中野区）

18日（土）
野球指導者養成・認定制度事業
技術セミナーⅠ期関東地区

東京都内

20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）

8月

4日（火）〜
5日（水）

北海道芦別高等学校野球部技術指導 芦別高等学校(北海道芦別市)

5日（水）〜
7日（金）

日本プロ野球ＯＢクラブ
ベースボールサマーキャンプスクール in 芦別

芦別市民球場(北海道芦別市)

7日（金） キッズベースボール・プログラム
あゆかわ保育園

（和歌山県田辺市）

12日（水）
代官山蔦屋書店×GDO NEXT ゴルフライフ
スタイル研究所　トークセッション

代官山　蔦屋書店
（東京都渋谷区）

17日（月）
近畿地区ブロック会議

大阪国際会議場
（大阪府大阪市）

NPO法人北海道野球協議会
日本ハム2軍対選抜チーム

札幌市円山球場
（北海道札幌市）

18日（火）
文部科学大臣杯争奪　第18回全国小学生

（３・４年生）ティーボール選手権大会 兼 第９回
東日本大震災復興支援ティーボール交流大会

西武プリンスドーム
（埼玉県所沢市）

21日（金） 北信越・東海地区ブロック会議
名古屋国際センター

（愛知県名古屋市）

22日（土）
野球指導者養成・認定制度事業
技術セミナーⅡ期東海地区

名古屋市内

22日（土）
23日（日）

日本プロ野球OBクラブ杯（佐賀）
城南中学校グラウンドほか

（佐賀県佐賀市）

23日（日） スポーツフェア⑤ はるか夢球場（青森県弘前市）

27日（木）

キッズベースボール・プログラム

青峰小学校（福岡県久留米市）

28日（金） 日向保育所（和歌山県田辺市）

31日（月）
稲成保育所（和歌山県田辺市）

賛助会員入会促進委員会 当会（東京都墨田区）

9月

2日（水） 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）

4日（金） 関東地区ブロック会議
墨田区総合体育館

（東京都墨田区）

8日（火） 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）

9日（水） 第6回　財務委員会
墨田区総合体育館

（東京都墨田区）

12日（土）
野球指導者養成・認定制度事業
技術セミナーⅢ期九州地区

福岡市内

12日（土）
13日（日）

第11回日野原重明カップ
大田スタジアム

（東京都大田区）

24日（木）
第2回　常務理事会 KFCホール（東京都墨田区）

第3回　理事会 KFCホール（東京都墨田区）

27日（日）

野球指導者養成・認定制度事業
技術セミナーⅣ期近畿地区

大阪市内

キッズベースボールプログラム（九州）
青峰小学校運動場

（福岡県久留米市）

ようこそＯＢクラブへ！

　長谷川 昌幸さんが入会しました

タイミングが合わず引退から４年が経ちましたが、この度Ｏ

Ｂクラブへ入会しました。野球少年少女の増加を目指して、

全国の野球教室へ参加してみたいです。

〈ＯＢ会員での友人〉

澤井良輔さん（元ロッテ）

幼なじみで現在の仕事も保険業界で同じです。

〈野球人生で一番印象深い場面〉

池山隆寛さん（元ヤクルト）の引退試合。現役最終打席を自

分が投げました。自分の一投がその方の現役生活の最終球

だと思うと、感慨深かったです。

　ご自身の引退試合ではなく、先輩の引退試合を思い出エピ

ソードとして選んだ長谷川さん。とても思いやりをある方な

のだと感じました。その人柄が現在の保険のお仕事にも生き

ているようです。ＯＢクラブでのご活躍を期待しています！

◆長谷川 昌幸プロフィール
1977年7月16日生まれ（38歳）

◦茨城県神栖市出身　投手

◦ 銚子市立銚子高等学校➡広島東洋カープ（'96ー'10）➡ 

オリックス・バファローズ（'10ー'11）

■新入会員一覧 2015 年９月14 日 現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション

斉藤　和巳 ソフトバンク 37 投　手

舩津　貢 西　武 47 トレーナー

楠城　徹 西　武 64 捕手・外野手

豊田　誠佑 中　日 59 外野手

山田　喜久夫 中　日 44 投　手

小野　仁 巨　人 39 投　手

近澤　昌志 近　鉄 33 捕　手

長谷川 昌幸 広　島 38 投　手

髙岸　佳宏 近　鉄 57 捕　手

菊村　徳用 ロッテ 58 投　手

松尾　裕二 南　海 57 投　手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

冨田　孝佳 大　洋 2015年９月２日 74 1940

小寺　好雄 巨　人 2015年９月22日 79 1935

中村　勝広 阪　神 2015年９月23日 66 1949

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。






