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・研修会3年目を終えて
・学校部活動における外部指導者の役割
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　2016年という新しい年を迎え、会員の皆さ

まも心機一転されていることと思います。

　2020年の東京五輪のメーン会場である

「新国立競技場」も従来案から一転。神宮の杜

（もり）とマッチングする「Ａ案」が採用され、

2019年11月の完成に向け、これから急ピッ

チで工事がはじまっていくでしょう。

　私たちの大きな関心は「野球・ソフトボー

ル」の競技が同五輪の正式種目になるかどう

かということです。

　今年８月に行われる国際オリンピック委

員会（ＩＯＣ）の結果を待たなくてはなりません

が、正式種目となった場合はどちらとも、一

番良い色のメダルを狙える競技なので、世間

に大きな反響を与えることは間違いありませ

ん。国際大会での日本チームの活躍は大きな

ニュース報道になります。

　毎年年末に発表される「流行語大賞」には

スポーツ界から多くの言葉がノミネートされ

ています。昨年ラグビーワールドカップで大活

躍した「五郎丸」はトップ10ノミネート。過去に

遡れば、2008年北京五輪で優勝した女子ソフ

トボールの「上野の413球」、2011年の女子

サッカーワールドカップ優勝「なでしこジャパ

ン」等、今でも鮮明に記憶に残っています。

　これから、急速に加速していく「少子高齢

化社会」のなか、子どもたちへ大きなインパク

トを与えるためには、大きな国際大会でセン

セーショナルな好成績を残すことが一番必要

であり、それが普及の足がかりになると私は

思います。

　幸い「野球」の場合は、ボランティアの指導

者の協力もあり、その裾野は全国に広がって

おります。

　その野球をやっている子どもたちにいかに

「野球」というスポーツを今まで以上に興味

を持たせ、また彼らの友達を引き込んでくるこ

とができるか。

　東京五輪に「野球・ソフトボール」が正式種

目に選ばれることはもとより、いかに子どもた

ちに「野球」を普及させることができるか？

　今迄以上に、会員の皆

さまと考えていく一年に

したいと思っております。

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

　第22回全国少年少女野球教室

の開催日が2016年5月8日（日）

に決定しました。

　来年度も皆さまのお力添えを何

卒よろしくお願いいたします。

大人のための野球教室
　ＯＢクラブ冬の恒例事業『全国アマチュア野球指導

者講習会』は本年度で17年目。 北海道、東北、関東、

東海、近畿の5会場で開催予定です。

　今回からホームページでの参加受付を行えるよ

うになりました。 是非この機会に、ご参加ください。

● 開催概要
受講料： 1人：4,000円（昼食含む会場は5,000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。

第22回

全国少年少女野球教室

ベースボール・コーチング・セミナー
～全国アマチュア野球指導者講習会～
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2016/1/18現在《開催地》
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

2016年3月26（土）

9：30～14：45

投手：

捕手：

守備：

打撃：

2 東　北
青森県八戸市

学校法人光星学院

八戸学院室内練習場

2016年2月6日（土）

10：00～15：10

投手：大川　章

捕手：杉山直樹

守備：佐藤　洋

打撃：屋鋪　要

3 関　東
埼玉県さいたま市

千葉ロッテマリーンズ

浦和室内練習場

2016年2月28（日）

10：00～15：10

投手：野村弘樹

捕手：大矢明彦

守備：仁志敏久

打撃：安部　理

4 東　海
岐阜県大垣市

西濃運輸硬式野球部

室内練習場

2016年1月31日(日)

10：00～15：10

投手：木下達生

捕手：定詰雅彦

守備：高橋雅裕

打撃：副島孔太

5 近　畿
兵庫県西宮市

阪神甲子園球場

新室内練習場

2016年2月20（土）

10：00～15：10

投手：遠山昭治

捕手：中谷　仁

守備：南渕時高

打撃：柴原　洋

5月8日（日）開催日決定

参加者募集中!!

調整中



～ 学生野球資格回復から学生指導までの道のり ～
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　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度も終了しました。

3年目となった今年度の研修会では、230人を超える元プロが参加。学生野球の世界へ新たな活躍の場を拡げています。

大阪会場11月2８日（土）/東京会場11月２９日（日）

　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

INFORMATION
学生野球資格を回復した後に、プロ球団と契約される方は、「学生野球資格喪失届」の提出を忘れずに

日本学生野球協会に提出してください。 届出用紙は、OBクラブｗebサイトから印刷できます。

資格喪失後、再び学生野球資格を取得する際は、学生野球研修が修了して5年以内であれば、「適性審

査申請」の提出で資格が回復できます。 6年以上経過した方は、再び研修会からの受講が必要です。

「学生野球資格回復研修制度」2015年度研修会が終了しました。

230人超が参加。新たな躍進へ！

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

■資格回復認定者 NEW!!

資格回復承認 No. 氏　名

S-0528 高村　洋介

2015年10月～12月末まで

1月18日、山中正竹さんの野球殿堂入りが発表されました。心からお祝い申し上げます。
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［1日目］　9：15～16：30

　【講座①】　校内における部活動の位置づけ概論
　【講座②】　学校長の権限と許諾、承認の必要な事項
　【講座③】　留意すべき教育的配慮の事例①
　【講座④】　大学野球の指導に関する留意点①
　【講座⑤】　大学野球の指導に関する留意点②
　【講座⑥】　対外試合に関する留意点
　【講座⑦】　安全対策、危機管理と健康上の留意事項

［2日目］　9：15～16：00

　【講座⑧】　留意すべき教育的配慮の事例②
　【講座⑨】　留意すべき教育的配慮の事例③
　【講座⑩】　試合プレイ上での留意事項
　【講座⑪】　部活動周辺の各種団体と留意事項

 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 東京会場／12月12日（土）・13日(日） 大阪会場／12月19日（土）・20日（日）

【研修2】講師：大越 基さん
（山口県早鞆高校監督）

■学生野球資格回復研修制度を
　成功させよう　

「 プロ関係者の強い思いでできたこの制
度を成功させよう！」と山中正竹講師が
提言した内容を一部紹介します。

評価される： 学生野球指導への機会均等
学生野球指導を志すみん
なに平等に指導の機会を
与えられたことがこの制度
の評価に値することです

期待される： 高質・多様な野球指導
元プロは高い質と多様な指導が求められています

懸念される： 教育現場との溝
学生野球指導の場と教育現場との間に溝をつくって
はいけません

心配される： 勝利至上主義
勝つことばかりに偏りすぎてはいけません

問われる　： 選ぶ側の責任
監督を選ぶ人の責任が問われる時代に突入してい
ます　

求められる： ラポール（rapport＝信頼関係）の確立
周囲の人 と々の究極の信頼関係の確立が求められ
ます

【講座⑤】講師：山中正竹さん
（全日本野球協会理事）

制度改正の成功 これらの事がらに重点をおいて制度改
正を行うことが成功につながります。



　長い歴史を経て、2013年に学生野球資格回復研修制度がはじまり、

今年度で3年が経ちました。

　これまでに709人（2015年12月現在）が学生野球資格を取得し、今

年も200人を超える元プロの資格回復が見込まれています。

　この制度が始まったとき、「誰よりも深く野球に携わってきた元プロ

が、学生野球に還ることでスムーズな循環が興り、野球界が大きな円を

描いて子どもたちの健全育成に貢献できることを願っています」とフェ

イスブックに載せました。

　プロ側が主催する「プロ研修会」では、過去の過ちを重く受け止め、子

どもたちを預かることの責任に真剣に向き合ってほしいとの思いでカリ

キュラムが構成されました。その中で、早鞆高校（山口県）の教壇に立ち、

監督を務める大越基さん（元ダイエー）のお話は、「体罰」「訴訟問題に発

展した練習中の事故」「過度な注目を浴びる元プロの看板」の真に迫り、

重責への「怖さ」を感じた人もいたかもしれません。しかし、大越さんの

話しぶりは、喜びにあふれ、「卒業生が先生！って街で声をかけてくれたと

き、本当に嬉しいんです」と笑顔で講義を締めくくりました。

　学生側が主催する「学生野球研修会」では、「教育の一環としての部活

動」「フェアプレー」が盛んに謳われました。高野連理事の田名部和裕さ

んの「甲子園は“目標”であって“目的”ではない」という言葉が印象に残

りました。部活動の目的は、子どもたちの健やかな心身の育成です。目

標に向かって懸命に仲間と努力を続けることで、人として大きく成長し

ていくことこそが学校部活動の目的なのです。

　この制度がスタートするまで、プロアマ協議会で議論が重ねられてき

たことは言うまでもありません。張りつめた空気の中、時に烈火のごとく

意見が飛び交い、時に融和を繰り返しながら、双方の立場を尊重し、歩

み寄ることで、細かった川の流れはようやく広がりをもてるようになり

ました。「この流れを途絶えさせてはいけない。まずは、この制度を流そ

う」。道を拓いた協議会メンバーの中で繰り返されてきた言葉です。その

節目が3年でした。制度の草創期であった3年は終わり、真価の4年目を

迎えます。1年目にフェイスブックに載せた願いを叶えられるよう、制度

を創る側も、元プロも、学校も、子どもたちも、野球に集ったみんなでこ

の制度を考えていかなくてはなりません。

　この制度は、元プロが“悪いことをした”または“悪いことをするかも

しれない”からあるのではないのです。野球を極めた元プロだからこそ、

“学生野球を大切に想う気持ち”がこうした形となりました。元プロで

あることが、学生野球との交流の足かせになるのではなく、この研修会

で資格を取得することで、ぜひ元プロとしての誇りをもって指導に赴い

ていってほしいと願っています。

（学生野球資格回復研修制度担当）

［学生野球資格回復研修制度］ 3年目を終えて…事務局より

学校部活動における外部指導者の役割
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　日本プロ野球選手会は、社団法人設立から35周年、

労組誕生から30周年を迎えました。

　今も記憶に新しい2004年の球界再編問題でのスト

断行をはじめ選手の地位向上や球界の発展に歩んで

こられた歴史に心から敬意を表します。

　近年では、当会と選手会は「学生野球資格回復研修

制度」の取り組みでプロ側としてNPBとともにタッグ

を組み、強い絆を結んでいます。その絆を結んでくだ

さったのが、前事務局長の松原　徹さん（9月20日逝

去）でした。「選手をひとりにしない」といつも熱意あふ

れる笑顔でみんなの心を牽引していくお人柄は、野球

界の発展にどれほど貢献したか計り知れません。

　偲ぶ会には、球界関係者や野球ファンなど700人に

のぼる方がご来場されていました。松原前事務局長の

“心意気”は必ずこれからの選手会、野球界に受け継

がれていくことと思います。

日本プロ野球選手会

▲

11月25日 
「社団設立35周年、組合30周年記念感謝祭」

▲

11月30日 
「松原　徹前事務局長を偲ぶ会」

　中央教育審議会（文部科学大臣諮問機関）は、12月21日に「部活動指導員」

の制度化等について文部科学省に答申しました。外部指導者を「学校職員」で

ある「指導員」として法令に明記し、顧問や郊外への生徒の引率も可能にする

というものです。

　最近では、教員の負担軽減や専門性の質を求める傾向から、外部から部活

動に指導者を招く学校が増えています。学生野球研修会では、中学野球部員

の減少が顕著に表れていることが危惧されました。その背景には、リトルシニ

アなどの硬式リーグに加入する児童が多い傾向にあることも推察されます。

　中学・高校野球の部活動に外部指導員として求められる元プロの役割はま

すます高まっています。知識・経験にプラスして、「安全管理」や「教育的配慮」

を十分に理解した指導者として、元プロの皆さんが活躍できるよう、「学生野

球資格回復制度」のさらなる整備に取り組んで参ります。

高校野球部監督の占める割合

事務員
３％

外部指導者
４％

教員93％

この内、学生野球資格
回復制度により
監督なった

 （全体の0.0027％）

（2015年12月現在）

元プロ
11人

Topics ！
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日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後 援 ： 帝京大学　

11、12月に下表11会場で開催。
2015年度開催分は、2月中に開催予定の
沖縄会場を残すのみとなりました。

11・12月開催報告
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会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

栃 木
（第５回）

11/1、3

Aリーグ 姿川 宝木 一条
鬼怒

Bリーグ 本郷 国本 河内
陽南

群 馬
（第３回）

11/3、7 椿名 前橋第七 前橋第五
木瀬

長 崎
（第７回）

11/7、12/12 高田 三会 長田
桜が原

福 岡
（第７回）

11/14、15 当仁 八女西 片江
太宰府東

鹿児島
（第６回）

11/21、22 星峯 谷山北 和田
鴨池

埼 玉
（第３回）

11/28、29 富士見西 柳瀬 福原
山口

千 葉
（第４回）

11/3、7、8、28、
12/5 常盤平 六実 新松戸南

松戸第一

大 分
（第６回）

12/5、6 今津 緑ヶ丘 長洲
高田

熊 本
（第６回）

12/5、12 三和 牛深 託麻
佐敷

宮 崎
（第６回）

12/12、13 上江 中郷 福島
延岡南

岡 山
（第２回）

12/19、20 御南 中山 石井
旭東

大 会 結 果



　2015年度スポーツフェア～ドリームベースボール～の

全日程が無事終了しました。

　今年もたくさんの野球少年少女にお会いすることが

できました。

　開催地の皆さまにはいつも歓迎していただきました。

関係者の皆さま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

企画制作：株式会社ぎょうせい

スポーツフェア

夢・未来応援プロジェクト  ブルペン　～調布市立第五中学校～

　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。

　2015年11月25日（水）、東京都調布市立第五中学校で行った同事業

では内藤尚行さん（元ヤクルト）が中学2年生231人の臨時講師になり

ました。記録に残っている限り、231人は本事業最多の生徒数!!　その

多さに緊張していた内藤さんですが、元気さと話術で生徒たちの気持ち

を引き付けていました。

　この事業は当団体に所属する元プロ野球OB関係者が野球に対する

質問、プロスポーツの職場について、あるいはどのような少年時代を過

ごしたか…など、生徒たちの質問に直接答える内容で、参加対象は学校

単位で公募しています（数名の生徒でも可）。2016年度も開催準備をし

ており、応募要項などが決定次第、ホームページに掲載します。皆さまの

身近な学校関係者にお声がけください。

7



Ｏ Ｂ た ち の N e x t  P r o f e s s i o n a l  L i f eTopicsTopics 04

「積み重ねて月日は5年目」
現在の仕事内容は？

トムス（株）でプリンタブルウェアの製造、販売

をしています。無地で販売することもあれば、

名入れをしてお客様に販売することもありま

すかね。法人のセールスプロモーションだっ

たり、キャンペーンの時に使うタオルやユニ

フォームを作ったりしていますよ。夏の甲子園

の時期は特に忙しいです。スタンドの応援で

被っている帽子やＴシャツ、応援グッズなんか

も作りますね。

入社時に戸惑ったことは？
会社の武器もお客様のこともわかっていない。

いざ‘商談’に行っても上手くいかないですよ

ね。発注の個数とかの数にも戸惑っていまし

た。お恥ずかしい話なのですが、パソコンがい

まだに本当に苦手。‘営業100本行って来い’と

言われているほうがいいですね。売上報告資料

を作るときにアナログな自分のやり方を見て、

上司が簡単に出来る方法を教えてくれたりし

ます。

5年目、今だから見えてきた仕事の楽しさは？
気づいたら入社して5年目になりましたね。後

輩もできて、仕事自体は慣れました。まだまだ

ですが、自分のペースを掴めるようにはなって

きましたかね。モノ作りなので、日々の為替変動

で背景も変わるのは気を使いますね。入社した

ての頃は自分の提案が正しかったのか不安な

時もありました。今は物事の運び方、ロジック

を立てながら仕事ができるようになってきた

ので提案したことが素直に決まるとやっぱり、

やりがいを感じますね。ゼロだった商談を数字

で表すことができたらうれしいです。その積み

重ねなので。

「全てがふきとんだ奪三振」
プロを目指して神奈川県・相洋高校から

北海道の旭川大学へ
北海道から全国大会が行われる神宮を目指そ

うと思って。地方の大学でも逸材がいる時代に

なってきていたので、抵抗もなかったかな。下

級生のころに全国の舞台に立てて、1年生の時

に早稲田大学（現阪神の鳥谷らが在学）に打た

れて、それがターニングポイントでした。それ

から意識も変わって、2年生ころに150キロが

出せてプロが見えるようになってきましたね。

2年間のプロ野球生活は？
振り返ってみて「我」が強くないといけないなと

思いますね。僕の場合、故障もありましたけど、

フォームが綺麗な訳じゃなかったのでたくさん

試しているうちに自分を見失いました。「僕の人

生なので好きにやらせてください」って言えるく

らいだったら違ったかもしれない。でも、いい出

会いもありました。戦力外になって何年経って

も自分のこと気にかけてくれている野村収さん

（元大洋）。昨日も食事に行ったんです。

引退を決めたきっかけは
今でも忘れられないですけど、トライアウトの

時。プロ野球選手として最後のマウンドで最後

の打者を三振に取れた時ですね。故障もしてい

て悔いが残らないようにやろうと思っていま

した。この日は内容もよくなかったですけど、奪

三振にこだわっていたので、三振で終われたこ

とは自分の中で引退を決めた理由ですね。今ま

での後悔もすべて吹き飛んだ三振でした。辛い

ことがあると、そのときを思い出します。引退

後は芸能プロダクションでマネージャーを経

験させてもらって、野球と同じくらい貴重な経

験でしたね。どうしても不定期な仕事だったの

で結婚を機に今の仕事に転職しました。

「中堅の良さを活かして」
現在、野球との関わりは？

たまに、母校に野球を教えにいくことはありま

すけど。2年前のＯＢクラブの野球教室に参加

したのも、珍しいくらいですね。小学生を教え

る機会は滅多にないので、一緒に参加した講師

の方の教え方を見ていて勉強になりました。子

どもと一緒にやるのは簡単だけど、教えるのは

むずかしいですね。

今の仕事に野球がいきている？
提出物、集合の時間をきっちり守るところで

すかね。提出物は早いよねって言われますし、

会社にも1番早くに出社しています。会社の

仕事っていう部分の前の段階で、自然とでき

るようになっているのは上下関係の厳しい中

でやってきたから。大事なことですし、それが

やっぱり人間関係の構築に役立ちますよね。野

球には感謝しています。

今後の目標は
スポーツと関わりたくて入社して、入ってから、

トムス（株）がこんなにいろんなことに携わっ

ているとは（笑）。5年目となると若手でもベテ

ランでもない。自主的に会社のために積極的

にやれるように。中堅の良さを活かしてがんが

ん、攻めていきたいですね。

大学時代に北海道のリーグで活躍した右腕は、プロの
世界で再び北海道のマウンドに戻ることはできなかっ
た。奪三振にこだわった野球人生に終止符を打った内
山雄介さんは、現在、神奈川県、静岡県で営業マンとし
て活躍している。スポーツに関わりたいとの一心で始
めた仕事は5年目を迎えた。

企業情報  トムス（株）www.tomsj.com
「プリンタブルウェア」のリーディングカンパ
ニー。無地の衣料に思い思いのデザインをプ
リントし、広告・セールスプロモーション、企
業・スポーツ・テーマパークのユニフォーム、
アパレルとビジネス用途で活用されている。

内山 雄介（うちやま　ゆうすけ）
1984年8月21日生まれ
神奈川県小田原市出身
北海道日本ハムファイターズ（'07～'08）
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Special Interview

内山 雄介内山 雄介内山 雄介
うちやま　ゆうすけ
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日本プロ野球ＯＢクラブ

平成27年度 感謝の集い

チャリティーゴルフコンペ

　2015年12月3日（木）に東京ドームホテルにて『平成27年度感謝の集

い』を開催しました。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。

　当会の顧問・中西太さん（元西鉄）の乾杯で始まり、東京ドームホテル自

慢の料理をご賞味いただきました。アトラクションでは駒澤大学吹奏楽部

が登場し、迫力ある演奏、演出に会場内は華やかなムードに。そして最後に

行われたのが感謝の集いのメインイベント、豪華賞品を多数揃えた大抽選

会を開催しました。12球団のグッズの詰め合わせ、直筆サインボールセッ

ト、商品券に宝くじ。本年は当会の理事である“青い稲妻”こと松本匡史さん

（元巨人）がプレゼンターを務めました。くじを一つ読み上げるたびに、拍

手と歓声。当選した方は満面の笑みを浮かべ、盛り上がりやまぬうちに会

は幕を閉じました。多くの方にご参加いただき有難うございました。

　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、東日本大震災復興支援事業並びに各地

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

に有難うございました。ご協賛、ご協力をいただ

きました関係者各位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㈱、㈱オニザキコーポレーション㈱コラントッテ、㈱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、㈱永伸商事、
㈱プライムメイツ、クワトロボタニコ、リアンポルテ、ハナマルキ㈱、㈱阪急交通社、関西エックス
線㈱、㈱ＫＥＣ、㈱タスクプロ、お好み焼き麗ちゃん

（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DeNA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、㈱埼玉西武ライオンズ、㈱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㈱、ロイヤルスターゴルフクラブ、愛岐カントリークラ
ブ、東条パインバレーゴルフクラブ、鷹の巣ゴルフクラブ、玉名カントリークラブ （敬称略）
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第22回 関東地区 第16回 九州地区 第4回 東海地区 第10回 関西地区 第4回 中国・四国地区
日　程 10月26日（月） 11月24日（火） 12月9日（水） 12月11日（金） 12月15日（火）

天　候 晴天 晴天 晴天 小雨後曇り 曇り

会　場

ロイヤルスターゴルフクラブ
（27H、OUT、IN、NEW）

〒292-0502　
千葉県君津市平山32-1
TEL：0439-29-3111

玉名カントリークラブ
（18H、OUT、IN）

〒865-0008
熊本県玉名市石貫3987
TEL：0968-74-9111

愛岐カントリークラブ
（27H：中、東、西）

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

東条パインバレーゴルフ
クラブ（18H、OUT、IN）
〒673-1324
兵庫県加東市新定
275-144　
TEL：0795-46-0111　

鷹の巣ゴルフクラブ
（18H）
〒738-0204　
広島県廿日市市河津原
137-2　
TEL：0829-74-3111

参加費

当会会員：　無　料
賛助会員：22,000円
一　　般：25,000円

当会会員：　無　料
賛助会員：18,500円
一　　般：19,500円

当会会員：　無　料
賛助会員：22,000円
一　　般：25,000円

当会会員：　無　料
賛助会員：22,000円
一　　般：25,000円

当会会員：　無　料
賛助会員：18,500円
一　　般：19,500円

プレー費、乗用カート費、キャディ費（中国・四国地区除く）、昼食費、パーティー費、賞品費、諸税を含む
参加者数 155 58 93 49 138
当会会員 44 15 16 15 20
招　待 4 2 1 1 5

ゴルフ場会員 0 0 2 0 0
賛助会員 28 2 1 1 1
一　般 79 39 73 32 112

チャリティー合計 ¥659,000 ¥154,000 ¥336,000 ¥201,500 ¥458,500
チャリティーホール ¥226,000    ¥53,000    ¥66,000    ¥31,500    ¥81,000
チャリティーオークション ¥433,000 ¥101,000 ¥270,000 ¥170,000 ¥377,500

寄付先 東日本大震災復興支援事業 玉名市軟式野球連盟
多治見市軟式野球連盟
可児市スポーツ少年団

名古屋市軟式野球スポーツ少年団

兵庫県内軟式野球連盟
（詳細調整中） 広島双葉ライオンズクラブ

（協賛） ㈱エポック社、ダンロップスポーツ㈱、㈱オニザキコーポレーション㈱コラントッテ、㈱久保田運
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　2015年10月16日（金）、明

治神宮外苑軟式球場において

第9回パワーズ野球交流会が行

われました。篠塚和典さん（元巨

人）、小早川毅彦さん（元広島）、

川崎憲次郎さん（元ロッテ）が軟式野球に親しむ大人の方々に手取り

足取りの指導を行いました。受講生の真剣かつとても嬉しそうな表情

が印象に残る野球教室でした。

主催：株式会社パワーズアンリミテッド

　2015年12月5日（土）、福島県いわき

市のいわき明星大学・野球部グラウンド

において、いわき大交流フェスタ 野球教

室が行われました。遠藤一彦さん（元大

洋）、石毛宏典さん（元西武）、屋鋪要さん

（元巨人）、小早川毅彦さん（元広島）が

中学生に指導を行いました。

主催：福島県いわき地方振興局

　12月17日（木）、埼玉県立越谷西特別支援学校に鈴木健さん、三井

浩二さん（ともに元西武）が訪問。高等部30名の生徒、教員10名の皆

さん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。越谷は鈴木さんの出身地であり、ご本人も、そして学校関係者

の方々も楽しみに当日を迎え、笑顔の絶えないティーボール教室とな

りました。

　日本体育大学・健志台キャンパスで11月22日（日）に行われた講習

会に、野村弘樹さん（元横浜）と仁志敏久さん（元巨人）が講師として参

加。全5日間の行程で開催の同講習会の中で、野球を専攻した受講者

22名に投手、守備の各スキルを実技指導しました。野球日本代表の侍

ジャパンＵ－12の監督でもある仁志さんは、その経験から「大事な子

どもたちを預かり、海外に遠征に

行く機会がある。野球だけでなく

危険なこともあるので、自分がそ

の選手の親となったつもりで子

どもたちと接している」と野球の

技術面だけでなく、実践している

指導者としての心構えも、質疑応

答の中で話していました。

（主催：日本体育協会、全日本軟式野球連盟）

　高校進学後も硬式野球部に

所属予定で、真剣に野球に取り

組む中学3年生を対象とした

本スクールも本年度で8回目

の開催を迎え、12月4日（金）

より都内、千葉県、神奈川県か

らの選手24名が集合し始動。

（開催概要）

・対象競技：硬式野球

・教室期間：2015年12月4日（金）～2016年2月19日（金）

　※毎週金曜日　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、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）

・参加人数：24名

・指導講師： （投手コーチ）内藤尚行（元ヤクルト）、野村弘樹（元横浜）

　（野手コーチ） 屋鋪要（元巨人）、副島孔太（元ヤクルト）

     （メンタルコーチ）武野顕吾（元横浜）

日本プロ野球ＯＢクラブ

東京ベースボールスクール

第37回 ユニセフ 
ハンド・イン・ハンド募金キャンペーン公益財団法人日本体育協会公認コーチ

養成専門科目講習会

障がい者スポーツ教室

パワーズ野球交流会 いわき大交流フェスタ

　12月5日（土）、JRの有楽町駅前広場にてOB4名がユニセフ協会の

募金活動に参加しました。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OBクラブとしても少しでも力に

なりたいと、5年連続で参加しているのがこのキャンペーンです。今年

は八木澤荘六理事長（元ロッテ）、松沼博久さん（元西武）、齊藤明雄さん

（元横浜）、小野仁さん（元巨人）に寒い中、募金活動にご協力いただき

ました。

10

越谷西特別支援学校でティーボール教室



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

開催日:2015年12月4日（金）

議案:

　第1号議案　平成27年度財務状況報告に関する件／承認可決

　第2号議案　平成28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　会員の報酬及び旅費規程の一部変更に関する件／承認可決

　第4号議案　 特定個人情報等取扱規程の制定および関連規程の一部変更に

関する件／承認可決

　第5号議案　賛助会員入会促進に関する件／承認可決

　上記のとおり、理事会において本年度の財務状況の報告がなされ、平成28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。

【マイナンバーの取扱いについて】

マイナンバー収集対象の会員の方にはその方法について、必ず当振興会の
「封書」にて収集方法をご連絡いたします。
マイナンバー制度をかたる『不審な電話』や『訪問勧誘』には、くれぐれもお気を

つけくださいますようお願いいたします。

開催日:2015年12月3日（木）

議案:

　第1号議案　平成27年度事業報告

　第2号議案　第22回全国少年少女野球教室に関する件

　　①　準備進捗状況報告

　　②　運営に関する留意点説明

　　③　より充実した野球教室実施への事例報告

　第3号議案　指導者講習会関連事業に関する件

　第4号議案　幼少児対象の野球教室事業に関する件

　第5号議案　 地域活動の報告および今後の活性化に関す

る件

　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28年5月8日（日）に開催する全国少年少

女野球教室の準備をはじめ、全国アマチュア野球指導者講

習会のタイトルを日本プロ野球OBクラブ　ベースボール・

コーチング・セミナーへ変更するなど、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。

お 知 ら せTopicsTopics 07
平成27年度 平成27年度

第4回理事会 都道府県代表幹事会

正会員の皆さまへ
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　株式会社ミントの主催するスポーツカードファンを対象としたカード

トレーディングショー会場へ若松勉さん（元ヤクルト監督）、1980年に

史上初のMVPと新人王を同時受賞した木田勇さん（元日本ハム）の2名

にトークショー、サイン会及び撮影会へ出演していただきました。

　会場には約600名のカードファンが集まり、トークショー、サイン会、撮

影会とも満席となり、普段聞けない話なども披露していただき盛況のうち

に終了しました。

　また、会場では当会ブースも設け賛助会員募集などＰＲ活動も併せて実

施しました。昨年と同様、多くの方に当会のブースにきていただけました。

皆さまの貴重な会費は当会の野球振興普及活動のチカラとなっておりま

す。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。

（トレカフェスタ　東京 2015　Winter）
●日　時：2015年12月6日（日）12：30～16：00
●会　場：東京都立産業貿易センター台東館7階（東京都台東区）
●主　催：株式会社ミント
●来場者：約600名（スポーツカードファン）

● Coming soon!  トレカ新商品発売予告
　当振興会公認商品「日本プロ野球OBクラブオフィシャルカード」は、

2015年12月12日発売の「MVP列伝」が大好評をいただきました。

これを受けて、2016年春に「サヨナラホームラン列伝」を発行するこ

とが決定しました。詳しくは当振興会の公式webサイトをご覧くださ

い。限定生産です。予約販売のご利用をおススメします。

トレカフェスタ ＴＯＫＹＯ 2015 winter

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、２月28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.68  プレゼント」 係
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OBの直筆サインボール （各１名様）
OBのサイン色紙 （１名様）

プレゼントコーナー

応 募 方 法

Present Corner

①

③

②

⑤④

プレゼントコーナー当選 高確率 !!

当選 高確率 !!

※①②は１つのボールに２人のサインが入っています。



特別連載
Vol.27 権藤博氏ウイニングボール、

広野功氏代打逆転満塁サヨナラ本塁打達成バット
　野球殿堂博物館では、過去から現在までの日本野球史にまつわる実

物や写真類等の博物館資料4万点を収蔵しており、とりわけプロ野球、ア

マチュア野球で日本記録、世界記録等顕著な活躍をしたチーム、選手に

まつわる資料を積極的に収集しています。今回は2015年11～12月に

新たに当館のコレクションに加わった資料をご紹介します。

　まず、権藤博氏（中日）の1961年35勝、1962年30勝のウイニング

ボールです。権藤氏は61年に中日入団、開幕2戦目（対巨人）で初登板初

完投勝利を挙げました。同年は69試合に登板、429 1/3回を投げ、35

勝、310奪三振、防御率1.70で各タイトルを独占し、新人王と沢村賞を

受賞。その連投ぶりから「権藤、権藤、雨、権藤」と称えられました。シーズ

ン35勝は現在もNPBの新人最多勝記録。翌年も30勝を挙げ最多勝を

獲得しています。11月に雑誌の取材で当博物館にお越しになった際に、

ご本人よりご寄贈いただきました。

　次に、広野功氏（中日、巨人他）の代打逆転満塁サヨナラ本塁打の達成

バットです。71年5月20日、対ヤクルト戦（福井県営）で2点差の9回裏

無死満塁の場面に代打で登場、逆転満塁サヨナラ本塁打を放ちました。

広野選手は中日入団年の66年にも逆転満塁サヨナラ本塁打を放って

います。2度の満塁サヨナラ本塁打は青田昇、立浪和義、井口資仁の3選

手も達成していますが、このうち「逆転打」は青田氏の2度目だけで、広

野氏の達成した2度の逆転満塁サヨナラ本塁打は史上唯一の記録です。

12月15日にご本人が来館し、ご寄贈いただきました。

権藤氏のウイニングボール、広野氏の代打逆転満塁サヨナラ本塁打達

成バットは、常設展示「プロ野球の歴史」コーナーにて展示しています。

ぜひご覧ください。

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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　昨年暮れに発表になった「今年の漢字」は

「安」でした。春季キャンプがはじまる今の

時期、選手はもちろん「首脳陣」の考えるこ

とは、まず「安」全な環境のなか、同期間中

いかに故障しないか故障させないかとい

うことに尽きると思います。

　また、選手は選手でシーズンを通して

「安」定した成績を残すことを目標に掲げ、

練習に試合に自分をアピールすべく精一杯

励んでいることでしょう。

　昨今のキャンプ地は「沖縄県」が主流とな

りました。暖かい気候であり、一県にチーム

が集中しているため、早いチームは２月初

旬から「紅白戦」、そして中旬からは「練習試

合」という名称ながら実際の「オープン戦」

を行うことも珍しくありません。

　それだけ「キャンプ」も「練習」から「実戦

形式」重視に変化しているのでしょうか？

　キャンプ中の楽しみといえば食事でし

た。年配の正会員の方は経験があると思い

ますが、その昔、球団のオーナー会社の社

長や役員が、キャンプ地を訪れると、食事の

メニューが差入れのためでしょうか？急に

豪華になったりしたものですが・・・。

　現在では、各球団とも食事も練習の一つ？

という考え方が浸透し、食事メニューも管

理されているのでしょうか。

　さて、2016年１月より住民票を持つ国民

全員一人ずつに「個人番号」が付与され「社

会保険・税・災害対策」といった分野に利用さ

れる「マイナンバー制度」が実施されました。

　当振興会では、すでに前回の「ＯＢＮews」発

送時に「マイナンバー制度に伴うお願い」を

同封いたしました。会員の皆さまの「マイナ

ンバー」を電話等でお聞きすることはありま

せん。必ず「当振興会」の封書にてご案内しま

すので、くれぐれもお気を付けいただきます

ようお願いいたします。

　また、本年は当振興会の「賛助会員入会促

進」強化の年と位置付け、今回皆さまのもと

に「賛助会員入会・リーフレット」を同封させ

ていただきました。今回、賛助会員の特典を

多少ですが、グレードアップしました。

　会員の皆さまの「ご友人」「お知り合いの

方」にぜひ、入会のお声がけをお願いします。

　最後になりましたが、2016年も、事務局

職員一同、野球界の発展のため、精進して

参りますので、今まで以上のご支援を賜り

ますようよろしくお願いします。

newsletternewsletter
・事・務・局・便・り・

ンバー」を電話等でお聞きすることはありま
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活 動 報 告

会 員 情 報

2015 年 10 月〜 12 月

■新入会員一覧 2016 年 1月 23 日 現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
青野　毅 ロッテ 33 内野手
大畑　裕勝 巨　人 40 内野手
横山　竜士 広　島 39 投　手
大島　公一 オリックス 48 内・外野手
ランディ バース 阪　神 61 内野手
新崎　慎弥 ソフトバンク 26 内野手
森田　一成 阪　神 26 内野手
上園　啓史 阪　神 31 投　手
江尻　慎太郎 ソフトバンク 38 投　手
橋本　太郎 横　浜 29 投　手

氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年
大崎 昭夫 阪　急 2015年  8月  9日 84 1930
中川 透 パ・リーグ審判 2015年  9月12日 86 1929
盛田 幸妃 横　浜 2015年10月16日 45 1969

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。

野球しかしたことがない自分と向き合おう
　25 歳の若さで第二の人生のスタートをきった森田さん。引退時には「野球しかしたことがない自分と
向き合おう」と思ったそうです。

　そこで、自分を取り巻く環境を大きく変えるべくアメリカカリフォルニアへの留学を決意しました。

　「野球しかしたことがなかった自分にとっては修行的感覚の留学でした。語学の修得を目的としたアメ
リカの学校に入学し、ルームシェアで過ごした毎日はどれも新鮮で、全力で過ごしました。その中でも
印象に残っていることは、遠くアメリカの地で出会えた日本人の方々です。異国の地で出会えるなんてす
ごいご縁だなと感慨深く、自分にとっては人との出会いがとても大きな財産なのだと改めて感じました。」

　ＯＢクラブへのご入会も一つのご縁ですね！

　今後、全国の野球教室で若い力を存分に発揮していただき、多くの子どもたちへ野球のこと、そして
新しいことへ挑戦する勇気についても伝えていっていただきたいです。

◆森田 一成（もりた いっせい）プロフィール
1989年8月4日生まれ（26歳）
◦岡山県岡山市出身　内野手　
◦ 関西高等学校➡阪神タイガース ('08-'14)

ようこそＯＢクラブへ！
 森田 一成さんが

入会しました

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

10
月

2日（金）〜
4日（日）

東日本大震災復興支援活動2015
～中学校応援プロジェクト（岩手・気仙地区）～

岩手県気仙地区
（陸前高田市、大船渡市、住田町）

4日（日）スポーツフェア⑥ 真庭やまびこスタジアム（岡山県真庭市）

12日（月・祝） スポーツフェア⑦ 足利市総合運動場硬式野球場
（栃木県足利市）

16日（金） 第9回パワーズ野球交流会 明治神宮外苑軟式球場（東京新宿区）

17日（土） 野球指導者養成・認定制度事業
技術セミナーⅤ期中国四国地区 マツダスタジアム（広島県広島市）

26日（月） 第22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

ロイヤルスターゴルフクラブ
（千葉県君津市）

28日（水） 賛助会員入会促進委員会 当会（東京都墨田区）

29日（木） 四国アイランドリーグPlus AWARD2015 ホテルクレメント徳島（徳島県徳島市）

31日（土） 子どもの競技力向上スポーツ教室 いきいき広場（東京都新島村）

11
月

1日（日） 子どもの競技力向上スポーツ教室 いきいき広場（東京都新島村）

1日（日）
3日（火・祝） OBクラブ杯（栃木） 宇都宮市立陽北中学校ほか（栃木県）

3日（火・祝） OBクラブ杯（千葉） 松戸市内中学校（千葉県松戸市）

3日（火・祝）
7日（土） OBクラブ杯（群馬） 桃の木グランドＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

 （群馬県前橋市）

7日（土） OBクラブ杯（長崎） 諫早市営野球場ほか（長崎県諫早市ほか）

7日（土）
8日（日） OBクラブ杯（千葉） 松戸市内中学校（千葉県松戸市）

8日（日）スポーツフェア⑧ みゆき球場（佐賀県嬉野市）

14日（土）
15日（日） OBクラブ杯（福岡） 片江中学校ほか（福岡県福岡市）

17日（火） 野球事業推進委員会　第3回会議 KＦCホール （東京都墨田区）

18日（火） NPO法人北海道野球協議会　研修会 ポールスター札幌（北海道札幌市）

19日（木） 第10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 山の原ゴルフクラブ（兵庫県川西市）

21日（土）
22日（日） OBクラブ杯（鹿児島） 桜丘中学校ほか（鹿児島県鹿児島市）

22日（日） 日本体育協会公認コーチ養成講習会 日本体育大学　健志台キャンパス
（神奈川県横浜市）

23日（月・祝） スポーツフェア⑨ 大館樹海ドーム（秋田県大館市）

25日（水） 夢・未来応援プロジェクト　ブルペン 調布市立第五中学校（東京都調布市）

26日（木） 常務理事会・財務委員会 墨田区総合体育館3F「会議室C」
（東京都墨田区）

27日（金） 西誠会 ホテルラングウッド（東京都荒川区）

28日（土）
29日（日） OBクラブ杯（埼玉） 狭山市営上奥富運動公園野球場A・B面

（埼玉県狭山市）

28日（土） OBクラブ杯（千葉） 松戸市内中学校（千葉県松戸市）

28日（土） 学生野球資格回復研修制度
「プロ研修会」大阪会場

関西大学千里山キャンパス
（大阪府吹田市）

29日（日） 学生野球資格回復研修制度
「プロ研修会」東京会場

日本体育大学世田谷キャンパス
（東京都世田谷区）

29日（日）スポーツフェア⑩ 石垣市中央運動公園野球場
（沖縄県石垣市）

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

12
月

3日（木） 都道府県代表幹事会　感謝の集い 東京ドームホテル（東京都文京区）

4日（金） 第4回　理事会 後楽園飯店（東京都文京区）

4日（金） 東京ベースボールスクール 神宮球場室内球技場（東京都新宿区）

5日（土） いわき大交流フェスタ 平良体育館／平市民球場（福島県いわき市）

5日（土） OBクラブ杯（千葉） 和名ヶ谷中学校（千葉県松戸市）

5日（土）
6日（日） OBクラブ杯（大分） 大貞球場ほか（大分県宇佐市）

5日（土） ユニセフ　ハンド・イン・ハンド募金 有楽町駅前広場（東京都千代田区）

5日（土）
12日（土） OBクラブ杯（熊本） 水前寺球場ほか（熊本県熊本市）

6日（日） NPO法人北海道野球協議会
ベストナイン納会 ホテルノースシティ（北海道札幌市）

6日（日）トレカフェスタ TOKYO 都立産業貿易センター（東京都台東区）

9日（水） 第4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（岐阜県多治見市）

11日（金） 東京ベースボールスクール 神宮球場室内球技場（東京都新宿区）

12日（土） OBクラブ杯（長崎） 諫早市営野球場（長崎県諫早市）

12日（土）
13日（日） OBクラブ杯（宮崎） ひむかスタジアムほか（宮崎県内）

12日（土）
13日（日）

学生野球資格回復研修制度
「学生野球研修会」東京会場

早稲田大学井深大記念ホール
（東京都新宿区）

15日（火） 第4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）

17日（木） 特別支援学校Tボール教室 埼玉県立越谷西特別養護学校
(埼玉県越谷市)

18日（金） 東京ベースボールスクール 神宮球場室内球技場（東京都新宿区）

19日（土）
20日（日）

学生野球資格回復研修制度
「学生野球研修会」大阪会場

関西大学千里山キャンパス
（大阪府吹田市）

19日（土）
20日（日） OBクラブ杯（岡山） 奧市公園野球場(岡山県岡山市）






