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PICKUP NEWS
注目の話題

　毎年多くのOBの皆さまにご指導をいただい

ている全国少年少女野球教室を開催します。

　昨年は今までで最多となる400名以上の

OBの方々にご指導いただきました。

　本年も、たくさんのOBの方々が全国で野球

少年少女とふれあいます。毎年1度の開催です

が、受講者や関係者などすべての方々にとっ

て特別な1日になることを願っています。

第22回
ダイワハウス
全国少年少女
野球教室

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

　このたびの熊本地震で被災されました皆さ
まに心よりお見舞い申し上げます。
　1日も早い復興をお祈り申し上げます。

　今回で22回を数える『全国少年少女野球
教室』。年々、講師数も増え、同イベントに対す
る会員の皆さまの認知度も随分と高くなって
きたと感じます。
　昨今、少子化・野球離れという報道を耳に
します。しかしながら、プロ野球の各球団は
軒並み観客動員数を伸ばしています。　これ
は旧来の『映像を通して自宅などで観戦す
る』から『現場に行って生の臨場感を味わう』

という世相の変化が関わっていると思ってい
ます。正会員の皆さまが、所属したチームの
ユニフォームを着用し、野球教室を行う。そ
の中で実際に会話をする・手取り足取り親身
になって指導する。それはまさに『臨場感』に
違いありません。
　野球教室は本当に短い時間ではあります
が、参加した子どもたち、また正会員の皆さ
まの良い思い出に残るイベントにしていきま
しょう。

No. 都道府県 開催地（都市・会場） 開催時間 人数 対象 現地担当機関
1 北海道 茅部郡森町 森町民野球場 10：00～14：00 250 小学1年生～6年生 森クラブ野球スポーツ少年団
2 青森県 六ヶ所村 大石総合運動公園�第3球場 13：00～16：00 130 小学1年生～中学3年生 六ヶ所村教育委員会　社会教育課
3 岩手県 一関市 東山球場 13：00～16：00 300 小学1年生～中学3年生 全国少年少女野球教室東山町実行委員会
4 秋田県 美郷町 美郷町野球場 9：00～12：00 100 小学4年生～中学1年生 美郷町教育委員会
5 宮城県 富谷市 富谷町総合公園グラウンド 13：30～16：00 150 小学1年生～中学3年生 富谷町教育委員会
6 山形県 鶴岡市 鶴岡ドリームスタジアム 13：30～16：00 180 小学5年生～6年生 鶴岡野球連盟
7 福島県 郡山市 郡山市ふるさとの森野球場 9：30～12：00 150 小学4年生～6年生 郡山野球連盟
8 茨城県 結城市 鹿窪運動公園野球場 13：00～16：00 150 小学1年生～中学3年生 結城市教育委員会
9 栃木県 宇都宮市 清原球場 13：00～16：00 200 小学4年生～6年生 宇都宮市教育委員会
10 群馬県 邑楽郡邑楽町 邑楽町青少年広場 9：30～12：00 250 小学1年生～中学3年生 邑楽町教育委員会

11 埼玉県 蓮田市 蓮田市総合市民体育館
パルシー多目的グラウンド 13：00～16：00 160 小学3年生～6年生 蓮田市少年野球連盟

12-1 東京都① 目黒区 目黒区立砧野球場A・B 12：00～15：00 300 小学5年生～6年生 目黒区軟式野球連盟
12-2 東京都② 町田市 町田市民球場 10：00～14：30 170 小学4年生～中学3年生 町田市軟式野球連盟
13 千葉県 富津市 富津市ふれあい公園広場 13：00～16：00 350 小学5年生～6年生 君津地区少年野球連盟
14 神奈川県 小田原市 上府中公園小田原球場 12：00～17：00 500 小学1年生～6年生 第22回全国少年少女野球教室実行委員会
15 山梨県 甲州市 甲州市塩山総合グラウンド 13：30～16：00 150 小学1年生～中学3年生 甲州市教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興担当
16 長野県 飯山市 長峰運動公園市営野球場 13：30～16：30 200 小学4年生～中学3年生 飯山市少年野球連盟
17 新潟県 新潟市 HARD�OFF�ECOスタジアム 13：00～16：00 300 小学1年生～6年生 特定非営利法人�新潟野球人
18 静岡県 裾野市 裾野球場 13：00～16：00 100 小学4年生～6年生 静岡県野球連盟　裾野支部　
19 愛知県 名古屋市 パロマ瑞穂野球場 13：30～16：00 400 小学5年生～6年生 ジュニアベースボールリーグ愛知
20 岐阜県 可児市 KYBスタジアム 13：00～16：00 400 小学1年生～6年生 可児市スポーツ少年団　野球部会
21 三重県 伊勢市 倉田山公園野球場 9：00～12：00 150 小学1年生～6年生 伊勢市教育委員会

22 富山県☆ 富山市 富山市民球場
（アルペンスタジアム） 13：30～16：00 300 小学5年生～6年生 富山少年野球リーグ

23 石川県 小松市 こまつドーム 13：00～16：00 190 小学5年生～6年生 小松市少年野球連盟

24 福井県 大野市 大野市奥越ふれあい公園
多目的グラウンド 13：00～16：00 150 大野市少年野球連盟

25 滋賀県 犬山郡甲良町 甲良町総合公園　少年野球場 13：30～16：30 200 小学3年生～6年生 滋賀県軟式野球連盟
26 京都府 舞鶴市 東舞鶴公園球場 13：00～16：00 250 中学1年生～3年生 京都YMCA学園　舞鶴YMCA国際福祉専門学校

27 奈良県 大和郡山市 大和郡山市スポーツ施設　
西池グラウンド 13：00～16：30 200 小学1年生～6年生 奈良県軟式野球連盟　郡山支部

28 和歌山県 伊都郡九度山町 九度山町若者広場 9：00～11：30 200 小学1年生～中学3年生 九度山町教育委員会
29 大阪府 堺市 みの池運動広場野球場 13：00～16：00 150 中学1年生～3年生 浜寺ボーイズ
30 兵庫県 西脇市 黒田庄ふれあいスタジアム 13：00～16：00 200 小学3年生～中学3年生 西脇市教育委員会
31 鳥取県 鳥取市 鳥取市営美保球場 13：00～16：00 200 小学3年生～6年生 鳥取市少年軟式野球リーグ連盟
32 島根県 出雲市 出雲健康公園　少年野球場 13：00～16：00 230 小学1年生～6年生 出雲市野球スポーツ少年団連絡協議会
33 岡山県 赤磐市 赤磐市桜が丘野球場 9：00～13：00 180 小学1年生～6年生 東備学童軟式野球連盟
34 広島県 三原市 やまみ三原運動公園　野球場 13：00～16：00 250 小学3年生～6年生 三原市軟式野球連盟
35 山口県 下松市 東洋鋼板野球場 13：00～16：00 150 小学1年生～中学3年生 下松市野球連盟

36 香川県 丸亀市 丸亀市飯山総合運動公園
（多目的広場） 13：30～16：30 200 小学4年生～6年生 香川県軟式野球連盟　学童部　丸亀支部

37 徳島県 鳴門市 鳴門オロナミンC球場 13：00～16：00 100 小学4年生～6年生 一般社団法人徳島新聞社

38 高知県 四万十市 土佐西南大規模公園野球場
（大方球場） 13：30～15：30 200 中学1年生～2年生 高知県中体連軟式野球部幡多地区

39 愛媛県 松山市 松山市立垣生中学校　運動場 13：30～16：30 180 中学1年生～3年生 松山市教育委員会　保健体育課
40 福岡県 小郡市 端間グランド 13：30～16：00 180 小学4年生～中学3年生 小郡リトルシニア
41 佐賀県 唐津市 唐津市野球場 9：00～12：00 300 小学4年生～6年生 佐賀県軟式野球連盟
42 長崎県 諫早市 諫早市営野球場 13：00～16：00 150 小学1年生～6年生 諫早市軟式野球連盟、諫早市学童野球連絡会
43 熊本県 ※開催中止。今後の開催可否については地元運営団体様と協議し決定いたします。
44 大分県 宇佐市 平成の森公園野球場 12：30～15：30 300 小学4年生～中学3年生 九州総合スポーツカレッジ
45 宮崎県 東諸県郡綾町 錦原野球場 13：00～16：00 200 小学1年生～中学3年生 綾町教育委員会　社会教育課
46 鹿児島県 姶良市 姶良市総合運動公園野球場 9：00～14：00 300 小学1年生～中学3年生 姶良市教育委員会　保健体育課　スポーツ振興係
47 沖縄県 石垣市 250

５月８日（日）開催

☆：メイン会場　空欄部分：調整中 3



学生野球 資格回復研修制度

S P E C I A L  I N T E R V I E W

約7年間の学生野球指導

　学生の指導だからといって戸惑ったことは

なく、プロ野球の頃と変わらず指導していまし

たよ。今でも試合中はベンチに座わったことが

ない。プロ野球で監督をしていた時と変わら

ずベンチの端で、あそこが一番よく野球が見え

る。ちゃんと観ていないと指摘もできないし、

試合中にすぐに指摘する。試合の後に指摘する

と学生も嫌になってしまうし、社会人になる前

にあらゆることに広い視野で対応できるよう

にしてほしいから。部員たちには本当に厳しく

接してきた。やる気がないなら辞めろといつも

言っていた。授業が終わってから夜遅くまで練

習して、翌日に朝早くから授業がある学生もい

るが眠たくてもちゃんと授業を聞いて一般学

生の見本になってほしい。私自身は大学を中退

した身だから、4年間こうして大学に通わせて

もらっているのを親に感謝しなさいよといつ

も学生に言っていた。

就任4年目で初優勝

　野球部を強くしてほしいと言われて監督に

就任して、東京国際大学を初めてリーグ戦で優

勝に導くことができてやっと関係者の皆さん

に恩返しをすることができた。神宮球場を目指

して、全日本大学野球選手権も優勝を目指して

やってきて、まさか全国の舞台で元プロ野球出

身者の監督同士で試合をすることなんて想像

もしていなかった。マスコミにもたくさん注目

をしてもらって、大学からも多くの人に応援に

来てもらって。あの時の話は当時の学生と会う

とよく話をする。やっぱり、4年間で選手が入れ

替わってしまうのは大学野球の難しいところ。

優勝した時のメンバーがチームに残って経験

を伝えられないからね。当時エースだった伊藤

和雄（現・阪神）が大学から初めてプロ野球選

手になってくれたことは本当にうれしい思い

にさせてくれた。

これから指導者を目指すプロ野球ＯＢへ

　やっぱり高校、大学で野球を続ける学生は試

合に出たくて、プロ野球選手を目指したり大学

や社会人野球で野球を続けるんだって気持ち

で入ってくる学生もいるから、そういう気持ち

をしっかりみてほしい。それがこれから指導者

を目指すプロ野球OBの皆さんに1番伝えたい

こと。この先、プロ野球を経験した指導者が急

増するのは難しいかもしれないが、学生たちに

元プロ野球OBがいろいろなことを教えてあげ

られたらいいね。学生が社会に出た時に野球

をやってきて良かったねって言ってもらえるよ

うにしないと。今、私の後任の山中�潔監督（元

広島）が私なんかより厳しく学生を指導してい

るよ。せっかく学生野球資格回復研修制度がで

きたのだから、野球界を盛り上げていけたらい

いね。

第60回全日本大学野球選手権記念大会で指揮を執
る古葉さん

写真提供：東京国際大学

古葉竹識�プロフィール

1936年4月22日生まれ。熊本県出身。
現役時代に盗塁王2回、ベストナイン1回。
監督としては正力松太郎賞を受賞した。
座右の銘は「耐えて勝つ」。

古葉 竹識さん

日本一3回、リーグ優勝4回の広島東

洋カープ赤ヘル黄金時代を築き、野

球殿堂入りも果たした古葉竹識さん

が、2008年にたどり着いた舞台は大

学野球だった。

　プロ野球の監督経験者が大学野球

の監督に就任するのは史上初。名将

は東京国際大学野球部でもリーグ戦

初優勝へと導き、同大学で約7年間指

揮を執り、現在は野球部の名誉監督

となった。

　今回は学生指導について、そして

これから指導者を目指すプロ野球

ＯＢへメッセ―ジをいただいた。

こば　たけし
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2016年度学生野球資格回復研修制度実施予定

プロ研修会受講Step. 1
2016年冬期で開催予定

学生野球研修会受講Step. 2

学生野球資格回復には、NPB主催の「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回復が実現します。

募集開始予定 
2016年夏頃

2015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
  ※「☆印」は、NPB公認指導者資格取得者 2016年３月17日現在

青木　智史 大江　弘明 木戸　美摸 澤井　道久 竹下　浩二 橋本　啓 松浦　宏明 山崎　隆造
赤川　貴弘 ☆ 大島　公一 木村　恵二 尻無浜　啓造 達川　光男 長谷部　裕 松尾　裕二 山田　博一
赤星　憲広 大友　進 木山　英求 柴田　佳主也 田中　総司 花田　真人 松永　浩美 山中　達也
浅沼　寿紀 大畑　裕勝 清原　大貴 島谷　金二 谷山　高明 原　大輝 松元　繁 山室　公志郎
安部　理 岡本　克道 楠城　祐介 清水　義之 田上　秀則 広瀬　哲朗 松本　拓也 山本　和作
綾田　練 岡本　哲司 栗田　聡 下窪　陽介 玉井　信博 弘田　澄男 松本　匡史 山本　和行
鮎川　義文 小川　清一 栗山　聡 下柳　剛 知野　公昭 深澤　英之 松本　豊 山本　誠
新井　潔 奥村　武博 黒木　実 白坂　契 土居　龍太郎 福泉　敬大 松元　隆司 山本　泰
新井　宏昌 小倉　恒 黒田　正宏 鈴木　将光 豊田　誠佑 福田　岳洋 的場　寛一 横田　真之
有澤　賢持 淡河　弘 小池　秀郎 住友　平 中居　殉也 藤井　雅史 水尾　嘉孝 吉川　輝昭
伊勢　孝夫 小美濃　武芳 小桧山　雅仁 住吉　義則 永井　裕樹 藤立　次郎 南　秀憲 吉田　康夫
板倉　賢司 鎌倉　健 小山　隆司 清家　政和 中西　清治 藤村　雅人 宮内　洋 吉村　禎章
井手　峻 川原　昭二 齊藤　悠葵 瀬戸　輝信 長見　賢司 藤原　正典 宮﨑　駿 渡部　高史
伊藤　信人 川本　大輔 齋藤　圭祐 高岸　佳宏 中村　紀洋 古谷　盛人 宮本　英治 渡邊　誉
井上　浩司 菊地　敏幸 榊原　諒 高島　毅 中村　稔 星野　修 森下　宗
猪爪　義治 菊地　和正 定岡　正二 髙橋　秀聡 中村　之保 堀江　賢治 森田　幸一
上園　啓史 菊村　徳用 佐藤　誠一 髙橋　二三男 西　三雄 前田　勝宏 森山　一人
上田　貞人 喜田　剛 佐野　真樹夫 武井　敦彦 橋爪　大佑 前田　祐二 安田　昌玄
浮島　徹士 北原　泰二 猿渡　寛茂 武内　久士 橋本　太郎 真木　将樹 山口　高志

（上記は2016年１月30日～３月17日までに新たに認定された方の一覧です）

「野球技術指導員」
養成技術セミナー開催のお知らせ

　当会では、OB会員を「野球技術指導員」に認定する標記制度を

行っています。「技術セミナー」の受講を必須課題とし、所定課題を修

了した方へ「野球技術指導員登録証」を発行します。

　「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

野球選手です。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。そ

れぞれの論理にはいつも華が咲き、とても楽しいディスカッションが

繰り広げられています。

　OBの皆さんの個々の指導力向上の一助となればと考えております。

ぜひふるってご参加下さい。

　※講師は決まり次第ご連絡します。

時　間�：�10：00～17：00（全会場共通）　※受付9：30～
申　込�：�受講者氏名を当会までTEL/FAXにてご連絡ください。
� ※各会場とも定員20名（定員になり次第締め切り）

費　用�：�受講料（無料）　※弁当代（1,000円程度）希望者

「登録証」取得には、受講後にレポートの提出が必要です。

各講座の順番は変更になることがございます。

登録証取得者は、「学生野球資格回復研修会」へ優先的に参加すること

ができるほか、「NPB公認指導者養成制度」の受講が一部免除されます。

2016年度技術セミナー各地区開催予定
関東地区：7月10日（日）

会　場 KFCホール

九州地区：8月20日（土）

会　場 アクロス福岡

近畿地区：9月10日（土）

会　場 大阪国際会議場

東海地区：10月2日（日）

会　場 星槎高等学校名古屋学習センター

中国四国地区：10月で調整中

会　場 広島市内で調整中

OB 相互の勉強会
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EVENT NOTICE
イベント予告

　当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、投手部門に西崎幸広さん（元

日本ハム）、三井浩二さん（元西武）。�野手部門

に佐々木恭介さん（元近鉄）、鈴木健さん（元西

武）、本間満さん（元ソフトバンク）。

　楽しい夏休みの思い出を北の大地でつくり

ましょう。�皆さまのご参加をお待ちしており

ます！

2016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

2016 開催概要

●�開催日時　2016年8月8日(月)～8月10日(水）２泊３日

●�開催場所　芦別市民球場（北海道芦別市上芦別町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

●�主　　催　公益社団法人全国野球振興会、北海道芦別市

●�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

芦別実行委員会

●�参加対象　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

●�参加費用　28,000円（１名あたり）

●�お問い合せ　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　�北海道芦別市上芦別町６番地

（芦別市総合体育館内）

　　　　　　　TEL�0124-24-2525

　　　　　　　�E-mail：baseballcamp@city.ashibetsu.hokkaido.jp

　徳島県阿南市と共催にて、2016年12月末の冬休みにベースボー

ルウィンターキャンプを開催すべく準備中です。

　夏休みに北海道芦別市で実施するキャンプ同様、野球技術だけで

なく、集団生活による団体活動ルールの学習、礼儀作法の習得も目的

としております。

　開催概要は右記の通りです。詳細は次号にて発表いたします。

・日　　時：2016年12月23日（祝・金）～25日（日）2泊3日

・会　　場：ＪＡアグリあなんスタジアム、あななんアリーナ（徳島県阿南市）

・指導講師：当会講師4名

・主　　催：公益社団法人全国野球振興会、阿南市

・参加対象：全国の小学校4年生～6年生の男女

日本プロ野球ＯＢクラブ　ベースボールウィンターキャンプ in 阿南  

2016年
8月8日(月) 開催！

徳島県南東部に位置する人口75,000人の市。

平成22年4月に全国初の「野球のまち推進課」を市役所の産業部内に設置し、野球による地域おこしに積極的に取り組み、

平成27年には屋内多目的施設（あななんアリーナ）が完成し、全国からの合宿誘致に対してさらなる活動を行っている。
徳島県阿南市

開催予定
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EVENT REPORT
イベント報告

　学校教育の職場訪問学習の一環として開催

している『夢・未来応援プロジェクト　ブルペ

ン』。今回は小原沢重頼さん（元巨人）が出身地

の埼玉県三郷市にある彦郷小学校に1月13日

訪問しました。

　6年生を対象にした講演がメインでしたが、

給食を共にし、お昼の休憩中にはキャッチボー

ルをするなど、生徒たちと楽しい時間を過ごし

ました。

　2016年度の開催、応募要項などは決定次

第、ホームページに掲載します。事業内容はＯＢ

クラブに所属する元プロ野球選手、元審判など

のＯＢ会員の方々が、野球やプロスポーツの職

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

ものです。参加者は学校単位で公募します（数

名の生徒でも可）。お子さんやお孫さん、身近な

学校関係者の皆さまに活動を広めていただけ

ますよう、よろしくお願いします。

夢・未来応援プロジェクト　ブルペン

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後 援：帝 京 大 学

2015年度最終会場の沖縄

沖縄尚学が優勝!!

優勝

　2月20、21、27日に沖縄県で開催した日本

プロ野球OBクラブ杯は、沖縄尚学附属中学校

が栄冠に輝きました。

　本年度は16会場（県）で開催。2016年度は

17会場で予定しています。

▼

優勝：沖縄尚学附属中学校 ▼

▼

準優勝：古蔵中学校

三郷市出身の小原沢さんが
同市立彦郷小に訪問
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　今回で8年目を迎えた「東京ベースボールス

クール」も、2月19日（金）に最終回を迎え第8

期26名の生徒が卒業しました。

　指導者としては屋鋪要さんが8年連続指導

にあたり、本年度は本スクール卒業生がスタッ

フとして加わり後輩たちのサポートをしまし

た。最終日には、多くの保護者、協賛各社、そし

て本スクール卒業生にお集まりいただき、ス

クール終了後、卒業生一人一人から本スクー

ルで学んだ事、高校での意気込みなどを語り合

い、チームメイトとの最後の場を過ごしました。

　これまで多くの甲子園出場者を輩出してい

る本スクールが、今後も成長していく事を期待

しています。第９回スクール実施に向けて今後

スケジュール調整などを行って参ります。

（東京ベースボールスクール）

・日時：�2015年12月4日（金）～2016年2月19日（金）全10回

・会場：明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

・指導講師：�投手部門・野村弘樹（元横浜）、内藤尚行（元ヤクルト）�
野手部門・屋鋪要（元巨人）、副島孔太（元ヤクルト）�

メンタル部門・武野顕吾（元横浜）

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

日本プロ野球OBクラブ　東京ベースボールスクール

第8回卒業生と指導講師の卒業写真 修了証書贈呈

投手指導

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）

　1月22日から3日間、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）」が幕

張メッセで開催されました。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構成されてい

ます。実技指導では当会から6名

のＯＢを派遣し、全国から集合し

た400名を超える野球指導者の

方々はその技術論に耳を傾けて

いました。中村紀洋さんの打撃編

では打席での足の力の入れ方に

ついて解説。「基本はつま先。かか

とに重心を置かないように。つま

先で駒が回るイメージ」と指導者

の方に直接、ワンポイントレッス

ンを行い、指導者の方は自身の変

化に驚いていました。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。今後も

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

いきます。

参加講師：�

石井�貴（元西武）
大久保�博元（元楽天）�
大島�公一（元オリックス）
新谷�博（元西武）�
本間�満（元ソフトバンク）
中村�紀洋（元近鉄）

北海道（札幌市）　3／26（土）

関東（埼玉）　2／28（日）

東北（青森）　2／6（土）

東海（岐阜）　1／31（日） 近畿（兵庫）　2／20（土）

2015年度は5会場で開催

北海道日本ハムファイターズ
屋内練習場

　【講師】�投手：遠藤　一彦（元大洋）�

捕手：西山　秀二（元巨人）�

守備：伊原　春樹（元西武）�

打撃：鈴木　健（元西武）

千葉ロッテマリーンズ
浦和室内練習場

　【講師】�投手：野村　弘樹（元横浜）�

捕手：大矢　明彦（元ヤクルト）�

守備：仁志　敏久（元巨人）�

打撃：安部　理（元西武）

学校法人光星学院
八戸学院室内練習場

　【講師】�投手：大川　章（元ヤクルト）�

捕手：杉山　直樹（元巨人）�

守備：佐藤　洋（元巨人）�

打撃：屋鋪　要（元巨人）

西濃運輸硬式野球部
室内練習場

　【講師】�投手：木下　達生（元中日）�

捕手：定詰　雅彦（元ロッテ）�

守備：高橋　雅裕（元大洋）�

打撃：副島　孔太（元ヤクルト）

阪神甲子園球場
新室内練習場

　【講師】�投手：遠山　昭治（元阪神）�

捕手：中谷　仁（元阪神）�

守備：南渕　時高（元ロッテ）�

打撃：柴原　洋（元ソフトバンク）
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MANAGEMENT REPORT
運営報告

公益社団法人全国野球振興会　平成28年度　　事 業 計 画 書 　　（期間：平成28年４月１日～平成29年３月31日）

Ｈ28年度事業計画　※公益事業 種　別 概　�要 Ｈ28年実施内容

〔公1.1〕全国少年少女野球教室 自主事業
ＯＢ会員を約400名派遣し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8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を対象に行う実技講習 6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/東京都渋谷区/
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係る関連事業
　�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

　�プロ・アマ一体となった指導者の資質向上と青少年の心身の健全育成に資する
ことを目的とし、その事業の内容は、「プロアマ協議会」において制度化される

資格回復研修会2会場

〔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/3回/OB4人

〔公1.7-3〕社会貢献事業�
　　　チャリティ事業・
　　　東日本大震災復興支援活動

自主事業
受託事業

災害被災地や児童養護施設などの社会福祉施設へ赴き、チャリティ野球教室や
トークショーなどの慰問活動によって、被災地の住民や施設利用者の心身の健
康増進に寄与することを目的としている。
東日本大震災で甚大な被害を受けた被災地の中学校軟式野球専門部を対象に
した野球教室等の交流事業を行う。（中学校応援プロジェクト）
障害者の雇用機会創出支援活動（エコボール活動）

中学校応援プロジェクト/
東日本大震災被災地/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/ＯＢ5人
冬季/徳島県阿南市/ＯＢ5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いとする

通年/全国100会場/
OB120人

自主事業
④動画による野球教室
　�インターネットの動画配信システムを活用しＯＢ会員を指導者として、野球に
関する技術指導を映像化した教材を配信

実施準備中

〔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。ＯＢによる復興試合

〔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/17会場/OB48人

Ｈ28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
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大和ハウス工業株式会社様からのお知らせ

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% 指定物件は除く

分譲マンション 売買価格 分譲価格 １% 指定物件は除く

【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その他の住宅とは賃貸住宅の新築､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工業に相談。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（税抜）でしたら75万円（税抜）の割引となり2425万円（税抜）の請負工事金額となります。

　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』などのご相談がございましたら、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。

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・賃貸住宅・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

〒102-8112　東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号

　�Tel�03-5214-2182　Fax�03-5214-2187�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�東京本店�不動産流通センター　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47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： 宅地建物取引士、 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

（単位：円）

平成 2 8 年 度収支予算
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

INFORMATION

● 総会のご案内
　公益社団法人全国野球振興会は正（OB）会員の皆さまお一人お一

人で構成されています。正（OB）会員皆さまのご出席をお待ちしており

ます。やむを得ずご欠席される方は、必ず「委任状」の提出をお願いいた

します。詳細につきましては5月下旬から6月上旬に開催案内をお届け

します。

��　日　時　：　平成28年6月22日（水）

��　会　場　：　東京都内

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 112,073,547 103,754,610 25,858,430 241,686,587

経常費用　計 153,328,249 54,311,570 22,048,748 229,688,567

当期経常増減額 ▲41,254,702 49,443,040 3,809,682 11,998,020

他会計振替 36,254,702 ▲36,254,702

法人税など 7,449,500 7,449,500

正味財産増減額 ▲5,000,000 13,188,338 3,809,682 4,548,520
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OBClub INFORMATION
OBクラブからのお知らせ

　このたびの熊本地震で被災されました皆さ
まに心よりお見舞い申し上げます。5月8日全
国少年少女野球教室の熊本県での開催は残
念ながら中止となりましたが、当会では復興支
援活動を視野に入れた開催を目指してまいり
ます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。

　今年も３月25日（金）にセントラルリーグ・パ
シフィックリーグとも開幕。シーズンオフのプロ
野球界への強いアゲンストのなか、各球場に
数多くのファンの皆さまが足を運んでくださっ
ています。

　今季、監督の年齢が若返ったと報道されて
います。調べてみると、新監督は合計６名（選
手兼任・代行からの専任者含）。
　セ・リーグは全員40歳台。パ・リーグの40歳
台は１人ながら、50歳台前半が４人という布陣
となりました。選手と歳が近い、いわば兄貴分
の指揮官の若 し々く大胆な采配に注目したい
と思います。
　さて、３月から４月は卒業・退職そして入学ま
た就職など、新しい人生のスタートの時期とな
ります。当会でもこの季節と合わせるように２月
末と３月末に２名の退職者と、4月1日に１名の
採用がありました。
　前者では、当会が1995年に社団法人とし
て歩き始めた当時から活躍し、近年は『学生
野球資格回復研修制度』の中心人物であった
『加古 明美さん』が２月29日で退職。

　つづいて、昨年７月より当会の事務局長とい
う重責で手腕を存分に発揮し、今日の当会を支
えた『吉川 浩さん』が３月31日で退職となりまし
た。両名とも2012年の入社組。当会になくては
ならないお二人でしたので大きな痛手ですが、
新しい世界でのご活躍を祈念いたします。
　後者では、チャリティゴルフやいろいろな事
業を当会と業務委託契約していた『砂原 元さ
ん』が職員として採用されました。彼は、当会で
のキャリアも長く、今まで培った広い人脈で更
なる事業の拡大をお願いしたいところです。
　この号が皆さまのお手元に届くころは、当会
のビッグイベント『全国少年少女野球教室』が
開催になる時期と思います。一昨年・昨年と全
国的に天候に恵まれた中での開催となりまし
た。今年も５月の爽やかな太陽の下での教室に
なるよう事務局として願っています。

　井坂さんは、野球に関して大変造詣の深い方でした。

　私が理事長になってからは、当会の夢である海外への指導者派

遣について、時間を忘れて語り合いました。

　惜しい方を亡くし、残念な気持ちでいっぱいです。�〔八木澤理事長談〕

　当会、野球事業推進委員会・指導者育成部会　井坂�興委員長が

2016年２月９日にお亡くなりになりました。

　同氏は、当会立上げ時より『技術セミナー』に積極的に参加。同制

度の拡充・整備を図り、受講者の皆さんへ登録証を発行する際のレ

ポートの評価を行っていました。

　また、早稲田大学eスクールに当会からの初めての入学・卒業生

となりました。

　今日の当会の『指導者育成』に欠かせない方でした。

　ご冥福をお祈りいたします。

井坂  興 委員長を偲んで追悼

　事務局長　吉川　浩
　　平成28年３月31日

退職

※�平成28年４月１日より、事務局長が不在のため、八木澤理事長・清覚副理事

長・横山専務理事の３名で事務局長を兼任することが、平成28年３月16日

開催の理事会にて承認されました。

事務局人事

● 2015年度・義援金収支報告書

※�今後も、被災地での野球教室開催諸経費や野球用具提供への使途を予定し

ております。

2015年４月１日　残�高� ¥�429,191
収�入�

10月26日� 第22回関東地区チャリティゴルフコンペ� 659,000

11月24日� 第16回九州地区チャリティゴルフコンペ� 154,000

12月９日� 第４回東海地区チャリティゴルフコンペ� 336,000

12月11日� 第10回関西地区チャリティゴルフコンペ� 201,500

12月15日� 第４回中国・四国地区チャリティゴルフコンペ� 458,500

� 収入計� ¥�1,809,000
支�出� �

� 東日本大震災復興支援活動� 860,583

� ＮＰＯアオダモ資源育成の会� 30,000

� 玉名市軟式野球連盟� 154,000

� 多治見市軟式野球連盟� 112,000

� 可児市スポーツ少年団� 112,000

� 名古屋市軟式野球スポーツ少年団� 112,000

� （特非）日本身体障害者野球連盟� 201,500

� 広島双葉ライオンズクラブ� 458,500

� 支出計� ¥�2,040,583

� 残�高（2016年４月１日現在）� ¥�197,608

さかん

　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ　このたびの熊本地震で被災されました皆さ

事務局便り

vol.11
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P R E S E N T  C O R N E R
プレゼントコーナー

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、6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.69 プレゼント」係
広澤�克実�さん 古城�茂幸�さん 八木澤�荘六�さん

大久保�博元�さん 中村�紀洋�さん 秋山�幸二�さん 片岡�篤史�さん

安仁屋�宗八�さん

OBの直筆サインボール （各１名様）

OBの直筆サイン色紙 （各１名様）

応 募 方 法

公
益
財
団
法
人

野
球
殿
堂
博
物
館

B A S E B A L L  C O L U M N
ベースボールコラム

特別連載
vol.28

野球殿堂博物館公式アプリ 誕生
　公益財団法人野球殿堂博物館で

は、2016年3月14日（月）、スマート

フォン向けの公式アプリをリリース

しました。

　このアプリをスマートフォンやタ

ブレットにインストールして、野球殿

堂入りの方々のレリーフにかざすこ

とで、その方の動画や写真を見るこ

とができます。特に、プロ野球1軍記

録のある元選手のうち91名（2016

年3月現在）についてはショートムー

ビー（1人約20秒）が表示され、往年

のプレーや名場面を見ることができ

ます。

　現役引退から5年経過してはじめ

て候補者となりうる野球殿堂のシス

テム上、お子さんたちにとっては殿

堂入りした選手たちのプレーはあま

りなじみのないものです。これまでは

レリーフの顕彰文がその方の功績を

伝える手段でしたが、今後は映像を

通じ、プレーそのものをご覧いただく

ことができるようになり、より殿堂入

りの方々の情報に親しんでいただく

ことができるようになりました。

　iOS版、Android版とも無料でダウ

ンロードしていただけます。詳しくは

当館ホームページをご覧下さい。

　全国野球振興会の会員の皆様に

も、ぜひこのアプリをご利用いただ

きますよう、ご案内申し上げます。ご

来館をお待ちしております。

館長　廣瀬信一
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OBClub INFORMATION
OBクラブからのお知らせ

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：2016年4月

2016年 1月〜 3月

中村�紀洋プロフィール
1973年7月24日生まれ（42歳）　大阪府大阪市東淀川区出身　
◦大阪府立渋谷高等学校➡近鉄バファローズ�('92-'04)➡ロサン
ゼルス・ドジャース�('05)➡オリックス・バファローズ�('06)➡中日ド
ラゴンズ�('07-'08)➡東北楽天ゴールデンイーグルス�('09-'10)➡
横浜ベイスターズ�('11-'14)
◦ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞7回、日本シリーズMVP、
オールスターゲームMVP2回、オールスターゲーム優秀選手賞、オー
ルスターゲーム敢闘選手賞、通算2101安打、通算404本塁打

■新入会員一覧 2016年3月31日�現在

氏　名 球　団 年 齢 ポジション
中村　紀洋 近　鉄 42 内野手

門倉　健 中　日 42 投　手

小倉　恒 オリックス 45 投　手

栄村　忠広 巨　人 54 外野手

石井　義人 巨　人 37 内野手

酒井　大輔 広　島 35 投　手

藤生　恭子 オリックス 36 アナウンサー

紺野　陽子 ロッテ 41 ウグイス嬢

相木　崇 オリックス 37 投　手

谷内田敦士 巨人 26 捕手

■訃報　謹んでお悔やみ申し上げます。
氏　名 代表出身球団 逝去日 享年 生年
井坂　興 巨　人 2016年2月9日 74 1941

平田　恒男 中　日 2016年2月9日 60 1955

・読者の皆さまに一言お願いします
この度、入会させていただきました中村紀

洋です。ＯＢクラブの活動で夢を追いかけ

る野球少年少女たちを少しでもサポート

できればと思います。

・ＯＢクラブに期待していることはありますか
指導者に対しての指導及びセミナーに力を入れていただきたい

と思います。

・現役時代一番思い出に残るシーンは
2001年、松坂大輔投手(現ソフトバンク)から打った優勝マジッ

ク1を決めるサヨナラホームラン。まだ今でも手に感触が残って

います。

・引退後の抱負を教えてください
これからも生涯現役、何かに勝負し続けて行きたいと思っており

ます。ファンの皆さま、これからも応援よろしくお願いいたします。

日にち 行�事�名（事�業�名） 場　所

1
月

8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）

13日（水） 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）

14日（木） コンプライアンス委員会
ＫＦＣホール
（東京都墨田区）

15日（金） 内外情勢調査会　宮崎支部　講演会
宮崎観光ホテル
（宮崎県宮崎市）

15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）

16日（土） 第23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）

20日（水） 内外情勢調査会　長野支部　講演会
ホテル国際21
（長野県長野市）

22日（金） 野球指導者講習会（BCC)
幕張メッセ
（千葉県千葉市）

22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）

29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）

31日（日）
全国アマチュア野球指導者講習会
（東海）

西濃運輸野球部室内練習場
（岐阜県大垣市）

2
月

5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）

6日（土）
全国アマチュア野球指導者講習会
（東北）

八戸学院室内練習場
（青森県八戸市）

12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（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）

20日（土）
全国アマチュア野球指導者講習会
（近畿）

阪神甲子園球場新室内練習場
（兵庫県西宮市）

20日（土）�
21日（日）

日本プロ野球OBクラブ杯（沖縄）
浦西中学校ほか
（沖縄県）

27日（土） 日本プロ野球OBクラブ杯（沖縄）
仲西中学校
（沖縄県）

28日（日）
全国アマチュア野球指導者講習会
（関東）

千葉ロッテマリーンズ　
浦和室内練習場
（埼玉県さいたま市）

3
月

3日（木） 財務委員会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

7日（月） 野球事業推進委員会
当会
（東京都墨田区）

9日（水） 常務理事会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

16日（水） 理事会
ＫＦＣホール
（東京都墨田区）

22日（火）
香川オリーブガイナーズ
2016シーズン決起集会

高松国際ホテル
（香川県高松市）

26日（土）
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　
屋内練習場（北海道札幌市）

活動報告 会員情報
中村 紀洋 さんが入会しました

ようこそＯＢクラブへ！
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