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PICKUP NEWS
注目の話題

　5月8日（日）、46都道府県47会場で第

22回ダイワハウス全国少年少女野球教

室を開催しました。本教室は1995年から

「100万人のこどもたちとキャッチボール

を！」をテーマとして掲げ、野球を通じての

スポーツの普及・振興及び青少年の健全育

成、体力増進を目指しています。大和ハウ

ス工業株式会社様の特別協賛を得て、全国

で9,319人の子どもたちが参加、378名の

プロ野球OBが指導にあたりました。

　開催まで1ヶ月を切った4月中旬、熊本地震が発生し、様々な協議をした

結果、熊本会場の開催を見送ることになりました。2011年の東日本大震

災に続いての天災での延期となり、熊本以外の各開催地において熊本会場

が開催を見送らざるを得なかったことを伝えました。野球を思い切り楽し

めることに対する感謝の気持ちをあらためて感じる一日となりました。

　メイン会場である富山県富山市には、小学生250名が参加し、理事長

八木澤、富山県出身の清水宏悦さん（元大洋）、湯上谷竑志さん（元ダイ

エー）、吉田�浩さん（元阪神）をはじめ、経験豊富な講師陣が参加しました。

　当野球教室は、野球の技術指導だけではなく、プロ野球界での経験豊富

なトレーナー、コンディショニングコーチ、栄養士、審判の皆さんからの指

導を実施していることも大きな特徴のひとつです。野球技術に付随する

多角的な要素をこれからも広くお伝えしていきたいと考えています。

　今回の受講者数9,319人を加えて、子どもたちの人数は『246,054

人』となりました。「100万人とキャッチボール」までは、あと『753,946

人』です。毎年10,000人の子どもたちと出会えるとすると…あと76年か

かります！　まだまだ、ずっと先の話になりますが、いつの時代も当会は野

球少年少女の夢を応援していきます。

　本教室開催にあたり、並々ならぬご

尽力をいただきました大和ハウス工業

株式会社様をはじめとする協賛企業、

関係機関の皆さまに、深く感謝申し上げ

ます。
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全国少年少女野球教室を開催しました
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MANAGEMENT REPORT
運営報告

　2016年６月22日、当振興会総会が開催され、その

席で第11期の理事に選任され、同日行われた理事会

において、引き続き理事長を賜りました。

　森前理事長の急逝を受け、この職に就き２回目の改

選となりました。よろしくお願い致します。その間『当

振興会20周年』『学生野球資格回復』等、いろいろな事

業を無事に行うことができ、現在の当振興会の運営は

順調であります。これもひとえに会員の皆さま・役員

の皆さまのご尽力の賜物と感謝申し上げます。

　さて本年２月、当振興会に直轄官庁である内閣府の

立入検査が入りました。これは、公益社団法人設立後

３年以内に必ず入る検査であります。その際、立会い

された内閣府上席審査調査官より、管理・運営・財務等

は他の公益社団法人と比べ、数段秀でているとお褒め

の言葉をいただきました。『ただ、これだけ立派な事業

を行っていながら、あまり活動が知られていないのが

勿体ない』という言葉が心に響きました。もっと、当振

興会を『情宣』することが早急の課題であり、その『情

宣』を拡げることにより、正会員・賛助会員の入会が増

え、『各種野球教室』『講演会』等、当振興会の事業拡大

につながるのではないかと考えております。

　この度、不在であった事務局長に一般社団法人日本

野球機構（ＮＰＢ）の元事務局長の下田邦夫氏を７月１

日から迎え、当振興会の知名度アップを加速させてお

ります。最後になりますが、私のモットーは投手出身で

すので『全力投球』。当振興会の発展のため今迄以上

に『全力投球』してまいりま

すので、会員の皆さまのご

支援・ご協力を宜しくお願

いいたします。

■ 各種事業概略
〔公1.1〕　全国少年少女野球教室（自主事業）
開 催 日：5月10日（日）
会　　場：全国47都道府県48会場（東京都のみ2会場）
参加児童：9,353人（小学１年生～中学３年生）
派遣会員：418人

〔公1.2〕　全国アマチュア野球指導者講習会（自主事業）
実施期間：1月～3月
会　　場：��全国5ブロック5会場�

（�北海道地区/北海道札幌市、東北地区/青森県
八戸市、関東地区/埼玉県さいたま市、東海地
区/岐阜県大垣市、近畿地区/兵庫県西宮市）

参加対象�：�アマチュア野球指導者　218人�
（�北海道地区21人、東北地区28人、関東地区59
人、東海地区80人、近畿地区30人）

派遣会員�：�20人（1会場あたり4人）
〔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）
開 催 日：１月22日（金）～1月24日（日）
会　　場：幕張メッセ（千葉県千葉市）
参加対象：野球指導者400人
派遣会員：6人

〔公1.4〕　日本高等学校野球連盟への協力事業（受託事業）
　当年度の開催実績なし。学生野球資格回復研修制度が
平成25年度から開始されたことにより、元プロ野球選手
の個々の活動による高校野球指導の機会が増加。高校野
球統括機関による当該講習の実施が見送られた。

〔公1.5〕　野球指導者養成・認定制度事業
①技術セミナーの開催（自主事業）
　実施期間：7月～10月
　会 場 数：�5会場（�関東地区：東京都墨田区、東海地区：

愛知県名古屋市、近畿地区：大阪府大
阪市、九州地区：福岡県福岡市、中国
四国地区：広島県広島市）

　派遣会員�：�22人（1会場あたり4人～5人）　
　参 加 者�：�81人
　指導員登録証取得者総数�：�314人
②学生野球資格回復研修制度に係る関連事業の開催　　
（共同事業）
〔学生野球資格回復研修制度プロ研修会〕
　実施期間：11月28日（土）、29日（日）
　会 場 数：2会場（東京都世田谷区、大阪府吹田市）
　参加対象：プロ野球出身者237人
〔プロアマ協議会〕
　構成団体：�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�
公益社団法人全国野球振興会�
公益財団法人日本学生野球協会�
公益財団法人全日本大学野球連盟�
公益財団法人日本高等学校野球連盟

〔公1.6〕　ベースボールスクール事業（受託事業）

実施期間：12月～2月（延べ10日間開催）
実施会場：明治神宮外苑室内球技場（東京都新宿区）
参加対象：中学3年生26人
派遣会員：5人

〔公1.7〕　社会貢献事業
①夢・未来応援プロジェクトブルペン（自主事業）
　実施期間：11月25日（水）、1月13日（水）
　会　　場：�調布市立第五中学校（東京都調布市）、三郷

市立彦郷小学校（埼玉県三郷市）
　参加対象：小学生、中学生
　派遣会員：2人（1回あたり1人）
②障害者スポーツ教室（自主事業／受託事業）
　実施時期：6月20日（土）、12月17日（木）
　会場数：2会場（埼玉県さいたま市、埼玉県越谷市）
　派遣会員：4人（1回あたり2人）
③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）
〔中学校応援プロジェクト〕
　実施時期：10月2日（金）～10月4日（日）　2泊3日
　活動地域：岩手県気仙地区（陸前高田市、大船渡市、住田町）
　参加対象：岩手県気仙地区中学校軟式野球専門部
　派遣会員：11人
〔東日本大震災復興支援ティーボール交流大会〕
　開 催 日：8月18日（火）
　会　　場：西武ドーム（埼玉県所沢市）
　参加対象：福島県からの避難児童及び大会参加児童
　派遣会員：3人
〔ユニセフ�ハンド・イン・ハンド募金グランドフィナーレ〕
　開 催 日：12月5日（土）
　会　　場：有楽町駅前広場（東京都千代田区）
　派遣会員：4人
〔エコボール活動〕
　障害者の雇用機会創出支援活動。

〔公1.8〕　各種野球教室　※第4条第2項
①一般野球教室（受託事業）
　実施時期：通年
　会 場 数：7会場
　参加対象：野球愛好者全般
　派遣会員：22人
②ベースボール・キャンプ事業（受託事業）
　開 催 日：8月5日（水）～8月7日（金）　2泊3日
　会　　場：�芦別市民球場、芦別市総合体育館�

（北海道芦別市）
　参加対象：小学3年生～小学6年生　80人
　派遣会員：5人
③キッズ・ベースボール・プログラム（自主事業）
　実施時期：通年
　会 場 数：5会場（�みくにひじり幼稚園/大阪市西区、青

峰小学校/福岡県久留米市、日向保育
所/和歌山県田辺市、稲成保育所/和
歌山県田辺市、青峰小学校運動場/福
岡県久留米市）

　派遣会員：7人
④動画による野球教室（自主事業）
　�インターネットの動画配信システムを活用し、元プロ野
球選手をはじめとする当法人の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するこ
とで、技術の向上に寄与することを目的としていたが、
本年度の実施は見送られた。　※実施準備中

〔公1.9〕　講演会への講師派遣事業（受託事業）
実施時期：通年
会 場 数：11会場
派遣会員：12人（1会場のみ2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）
開催希望がなく、本年度の開催実績なし。

〔公1.11〕　スポーツフェアへの運営協力（受託事業）
実施時期：通年
会 場 数：10会場（�新潟県上越市、富山県高岡市、和歌山県

湯浅町、兵庫県姫路市、青森県弘前市、
岡山県真庭市、栃木県足利市、佐賀県嬉
野市、秋田県大館市、沖縄県石垣市）

派遣会員：168人（1回あたり16～18人）
〔公 1.12〕　日本プロ野球 OB クラブ杯事業（自主事業）
実施時期：通年
大 会 数：�16大会（�岩手県、茨城県、鳥取県、佐賀県、栃木

県、千葉県、群馬県、長崎県、福岡県、
鹿児島県、埼玉県、熊本県、宮崎県、大
分県、岡山県、沖縄県）

参加校数：256校
野球教室開催：6会場

〔収1.1〕　 無体財産権使用事業　※第4条第6項
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した。

〔収1.2〕　広告宣伝事業　※第4条第6項
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予定であったが、当該年
度に対象となる企業はなかった。

〔収1.3〕　物品販売事業　※第4条第6項
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た。

〔共1.1・2〕　ゴルフ、ファンの集いの開催
①チャリティゴルフコンペの開催
　開催日：�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）、
　会場数：5会場（�関東地区/千葉県君津市、九州地区/熊

本県玉名市、東海地区/岐阜県多治見
市、関西地区/兵庫県加東市、中国四国
地区/広島県廿日市）

②感謝の集い
　開催日：12月3日（木）
　会　場：東京ドームホテル（東京都文京区）

公益社団法人全国野球振興会

ご挨拶

平成28年度 定時総会
　去る6月22日に定時総会を開催し、第1号議案、第２号議案、

第3号議案が承認可決されました。正（OB）会員の皆さま、ご協

力誠にありがとうございました。

1.　�日　時：平成28年6月22日（水）15：00～15：46
2.　�会　場：�KFC�Hall&Rooms�国際ファッションセンター�11F

「113」　　（東京都墨田区横網１-６-１）
3.　�議決権総数1,296
4.　�出席正会員数942名�

内　訳(正会員本人出席31名、委任状出席911名）
5.　�報告事項　　●�監査報告　●�平成27年度事業報告
6.　�議　案�

■第１号議案　平成27年度決算承認の件　　◇承認可決�
■第２号議案　理事20名の選任に関する件　◇承認可決�
■第３号議案　監事３名の選任に関する件　��◇承認可決

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

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
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科　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ資産の部
1 .流動資産
現 金 預 金 110,804,427 106,297,265 4,507,162

未 収 金 15,633,486 24,962,598 -9,329,112

前 払 金 420,518 864,885 -444,367

貯 蔵 品 502,778 1,506,464 -1,003,686

立 替 金 90,400 8,632 81,768

仮 払 金 0 13,483 -13,483

未 収 消 費 税 等 17,900 0 17,900

流動資産合計 127,469,509 133,653,327 -6,183,818

2 .固定資産
(1)基本財産

定 期 預 金 20,000,000 20,000,000 0

基本財産合計 20,000,000 20,000,000 0

(2)特定資産

保 険 積 立 金 4,605,995 3,397,046 1,208,949

全国少年少女野球教室積立 9,007,688 0 9,007,688

指導者認定事業積立金 23,458,118 27,458,118 -4,000,000

公益目的事業資金 36,830,603 36,830,603 0

特定資産合計 73,902,404 67,685,767 6,216,637

(3)その他固定資産

建 物 付 属 設 備 453,843 567,303 -113,460

ソ フト ウ ェ ア 196,971 250,690 -53,719

電 話 加 入 権 378,560 378,560 0

保 証 金 1,472,900 1,472,900 0

その他固定資産合計 2,502,274 2,669,453 -167,179

固定資産合計 96,404,678 90,355,220 6,049,458

資産合計 223,874,187 224,008,547 -134,360

Ⅱ負債の部
1 .流動負債
未 払 金 2,621,418 1,777,098 844,320

前 受 金 11,230,000 10,170,000 1,060,000

講 師 預 り 金 247,091 83,889 163,202

預 り 金 601,200 375,590 225,610

賞 与 引 当 金 1,820,000 2,426,667 -606,667

未 払 法 人 税 等 3,835,100 11,792,000 -7,956,900

未 払 消 費 税 等 0 2,382,700 -2,382,700

流動負債合計 20,354,809 29,007,944 -8,653,135

2 .固定負債
退職給付引当金 3,575,540 4,171,472 -595,932

固定負債合計 3,575,540 4,171,472 -595,932

負債合計 23,930,349 33,179,416 -9,249,067

Ⅲ正味財産の部
1 .指定正味財産
指定正味財産合計 0� 0� 0�

2 .一般正味財産
（うち基本財産への充当額） 20,000,000 20,000,000 0

（うち特定資産への充当額） 70,326,864 64,288,721 6,038,143

正味財産合計 199,943,838 190,829,131 9,114,707

負債及び正味財産合計 223,874,187 224,008,547 -134,360

平成28年３月31日現在

（任期：平成28年6月22日～平成29年度の事業報告を行う総会終結時まで）

（任期：平成28年6月22日～平成29年度の事業報告を行う総会終結時まで）

貸 借 対 照 表 総 括 表
（単位：円）

　定時総会において新役員（理事20名、監事3名）が選任され、総会後の理事会に�

おいて役職が決定いたしました。

第11期　役員

第11期　顧問・相談役

理　　事 現  職／出身球団名

1 理�事�長 八木澤　荘六 代表出身球団　ロッテ　

2 副理事長 清覚　秀雄 （株）エージーシー　代表取締役社長　

3 副理事長 三浦　政基
代表出身球団�日本ハム
学校法人吉用学園　専門学校九州総合スポーツカレッジ　顧問

4 専務理事 横山　健一郎 レジアスインパクト（株）　代表取締役

5 常務理事 上田　二朗 代表出身球団�阪神　野球評論家

6 常務理事 定永　昭紀 （株）りちゃれんじ　代表取締役

7 常務理事 醍醐　猛男 代表出身球団�ロッテ　

8 理　事 池田　哲雄 （株）ベースボール・マガジン社　代表取締役社長

9 理　事 木村　竹志
代表出身球団�西武　　
（株）ヘルサー　代表取締役

10 理　事 五月女　豊
代表出身球団�大洋　　
（有）ユタカインシュアランス　代表取締役

11 理　事 坂巻　　豊 代表出身球団�サンケイ　（株）アイビイ　取締役会長

12 理　事 高橋　善正 代表出身球団�東映　野球評論家

13 理　事 髙村　義明 大和ハウスライフサポート（株）　非常勤取締役

14 理　事 玉利　　齊 (公財)日本健康スポーツ連盟　理事長

15 理　事 鶴岡　秀樹 ミズノ（株）　常務取締役

16 理　事 中村　和彦 住友林業レジデンシャル（株）　取締役常務執行役員

17 理　事 松本　匡史 代表出身球団�巨人　野球評論家

18 理　事 水嶋　章陽 メディカルネットサービス（株）　代表取締役社長

19 理　事 村尾　忠孝 （株）シグマイン　代表取締役会長

20 理　事 吉村　　正 NPO法人日本ティーボール協会　理事長

監　　事 現  職／出身球団名
1 監　事 金井　義家 金井公認会計士・税理士事務所　公認会計士・税理士

2 監　事 緋本　祥男 代表出身球団　広島　（株）中部衛生検査センター　相談役

3 監　事 森　　宝生 代表出身球団　西武　（株）ヒーローズ　代表取締役社長

顧  問・相談役 現  職／出身球団名

1 顧　問 江本　孟紀 代表出身球団　阪神

2 顧　問 岡本　伊三美 代表出身球団　近鉄

3 顧　問 杉下　茂 代表出身球団　中日

4 顧　問 中西　太 代表出身球団　西鉄

5 相談役 小池　唯夫 毎日新聞社　名誉顧問

●平成28年度�「感謝の集い」

●�事務局人事

（詳細は追ってご案内します）

　日  時 ： 2016年12月6日（火）
　会  場 ： 東京ドームホテル（東京都文京区後楽）

INFORMATION

就任報告

  事務局長　下田　邦夫
　　　　　　　　※就任日：平成28年7月1日付

ブロック長会議

　総会前に行われたブロック長会議では、第22回ダイワ

ハウス全国少年少女野球教室の報告や、改選が予定されて

いる都道府県代表幹事に関して協議が行われました。

第1号議案　第22回ダイワハウス全国少年少女野球教室

第2号議案　新規事業

第3号議案　その他
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OAG税理士法人

株式会社ガイアドリーム

共和化成株式会社

株式会社サニクリーン広島

株式会社佐元

サンライズ青山メディカルデンタルクリニック

有限会社シュウ・エンタープライズ

株式会社住ゴム産業

株式会社セミック

株式会社セル

一般社団法人全日本健康スローピッチソフトボール連盟

株式会社壮光堂

高橋建設株式会社

有限会社たがみ

有限会社地域資源活用研究所

株式会社東京フィルム・メート

有限会社中山製作所

株式会社日本ソフトウェアテクノロジー

パーソナル電電株式会社

東日本エンジニアリング株式会社

ヒロビジネスサポート株式会社

福井県軟式野球連盟

平成堂接骨院

株式会社ベースボールコミュニケーション

松本車体整備株式会社

味楽苑

メリックス株式会社

守口少年野球団

株式会社6月の森

株式会社インテレクト 株式会社横浜スタジアム

青木　久男 篠原　範昭

赤坂　裕起 白砂　晴男

秋庭　則男 瀬戸　春雄

荒井　正人 高橋　英雄

荒田　正治 高橋　守

安藤　仁 武田　祐治

石田　綾子 田邊　孝雄

磯部　新一 寺園　幸一

伊藤　英幸 永井　幸治

井上　治男 仲條　丈晴

岩瀬　弘忠 中西　正一

潮田　昌憲 長野　正毅

臼井　好敏 長野　由祐

内田　雄大 長山　健一

内山　雅博 仁平　博之

梅田　雄司 根岸　賢一

大井　功 野口　早苗

大槻　進 野中　剛

岡本　康男 一鍬田　利彦

落合　潔 広瀬　茂

落合　敏男 深瀬　正広

鹿島　清美 藤本　勝也

北川　康之 保科　浩

栗原　拓也 本田　宏幸

黒川　利郎 前田　みどり

後藤　壽一 松岡　匡

五戸　三男 南山　勉

小林　敬三 宮本　大輝

近内　篤志 山岸　健人

佐浦　正幸 山本　忠勝

佐々木　隆 若林　太郎

佐々木　永紀

ご協力いつもありがとうございます

掲載許諾をいただいた方を掲載しています。

公益社団法人全国野球振興会　賛助会員名簿 （敬省略　五十音順）

通常・法人会員

10口以上法人登録サービス 会員

個人会員
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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

学生野球資格回復研修制度

　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。各研修

会の修了証受領後、各自が「学生野球資格回復審査委員会」に「資格

回復届」を提出し、日本学生野球協会から承認されることで学生野

球資格の回復が実現します。

　ＯＢ会員の皆さんには、今号の会報誌に開催告知を同封していま

す。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： 12月10日（土）・11日(日）東京
12月17日（土）・18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

開催日： 11月26日（土）大阪
12月9日（金）東京　　　

1日間（5時間程度）

プロ研修会受講Step. 1

2016年度 学生野球資格回復研修制度実施予定
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技術セミナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　野球指導者養成・認定制度

［技術セミナー］  2016年度

　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。技術論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。

　このセミナーは、’９８年に廣岡達朗さん（当時：ＯＢクラブ

会長）が「ＯＢも勉強しなくては！」と始められた事業です。開

催した回数は、述べ２００講座を数えるまでになりました。こ

のセミナーの実績が、「学生野球資格回復研修制度」の実現

に大きく貢献したのは言うまでもありません。

　指導者不足の問題に直面している日本野球界、プロ野球

ＯＢへの期待感はますます高まっています。ぜひセミナーに

参加して、研鑽に努めましょう！！

　受講後にレポートを提出することで、「全国野球振興会野

球技術指導員登録証」を取得できます。登録証取得者は、他

団体の指導者資格制度において課題の一部受講免除などを

受けることができます。

　7月10日には都内で関東地区技術セミナーを開催しまし

た。初めて受講していただいた会員の方も多く満足のいく

一日になったのではないでしょうか。また昨年より、戦術編

やコンディショニング編など新しい講座も設置。今回は立花

龍司さん（元近鉄）に「野球選手として優れている選手の6つ

の部位」など様々な観点からの“野球とトレーニング”に関す

るお話に会場は盛り上がっていました。捕手編・西山秀二さ

ん（元広島）の講義では今話題のコリジョンルールの話に。

守備編・山下大輔さん（元横浜）、投手編・佐野慈紀さん（元近

鉄）には初めて講師をお願いしました。

何度も講師を務めている打撃編・佐々

木恭介さん（元近鉄）と同じ様に、会場

に参加している皆さまと一緒に“勉強”

をしようとしている姿勢をすごく感じ

ました。まだ残り4地区で開催を予定し

ています。お近くのＯＢ会員の皆さまは

ぜひお越しください。

OB 相互の勉強会

2016年度技術セミナー各地区開催予定
開催日

（10：00～17：00）
会  場 講  師

7月10日（日）
KFCホール

（東京都墨田区）

佐々木�恭介、佐野�慈紀
立花�龍司、西山�秀二
山下�大輔

8月20日（土）
アクロス福岡

（福岡県福岡市）
岡�義朗、小林�誠二
西山�秀二、八木�裕

9月10日（土）
�大阪国際会議場
（大阪府大阪市）

石毛�宏典、達川�光男
松沼�博久

10月2日（日）
星槎国際高等学校
名古屋学習センター
（愛知県名古屋市）

大島�公一、杉本�正
和田�一浩

10月に広島にて調整中

※�　「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。

全国野球振興会　野球技術指導員　NEW!!
指導員Ｎo. 氏名 代表出身球団 取得日

1 16-0312 辻本　弘樹 中　日 2016.2.1

2 16-0313 大島　公一 オリックス 2016.2.1

3 16-0314 渋谷　通 広　島 2016.2.1

4 16-0315 北村　俊介 中　日 2016.3.1

打撃編・佐々木�恭介さん

投手編・佐野�慈紀さん守備編・山下�大輔さん

捕手編・西山�秀二さん

コンディショニング編・立花�龍司さん
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EVENT REPORT
イベント報告

　本年も宝くじスポーツフェア～ドリームベースボール～がはじまり、第

1回目の会場が5月15日（日）に葛飾区総合スポーツセンター野球場に

て開催されました。長い歴史を持つ本事業ですが、東京都での開催は初

めてでした。

　野球教室には小中学生520名が参加。23名のOBが指導にあたりました。

　葛飾区選抜チームとのドリームゲームでは墨田区のご出身で葛飾区に

ある修徳高校ご出身の高橋尚成さん（元巨人）が登板！里崎智也さん（元

ロッテ）のホームランも飛び出し、とても見ごたえのある試合でした。

主　　催：�東京都、葛飾区、一般財団法人自治総合センター

企画制作：株式会社ぎょうせい

2016年度宝くじスポーツフェア

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後 援：帝 京 大 学

4＆5月開催報告
　OBクラブ主催として、唯一の

通年事業が『日本プロ野球OB

クラブ杯』です。2016年度ス

タートの春開催分として、岩手、

茨城、鳥取大会を行い、上記表

の結果となりました。

　優勝した勝田第一中学校（茨

城）、河北中学校（鳥取）の両

チームの皆さん、おめでとうご

ざいます。

■ 大会結果
会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

岩 手
（第5回）

4/30のみ開催

4/29、5/1雨天順延のため、8/20に準決勝、
決勝を開催予定
準決勝進出チームは小山、釜石東、高田東、
水沢南中学の４校

茨 城
（第3回）

5/7、8 勝田第一 古河第一
土浦第三

鉾田南

鳥 取
（第6回）

5/21、22 河　北 鳥大附属
岩　美

北　溟
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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

芦別市トップアスリートスポーツ教室
硬式野球教室

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」

　北海道芦別市と共催でおこなっている同キャンプも本年で5年目を迎
えました。札幌市を中心に多くの皆さまからお申込みを頂いております。
　次号で開催報告を致します。

・開催日時：2016年8月8日（月）～10日（水）2泊3日
・開催会場：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
・指導講師：�佐々木恭介さん（元近鉄）、西崎幸広さん（元日本ハム）、�

鈴木�健さん（元西武）、本間�満さん（元ソフトバンク）、�
三井浩二さん（元西武）

・主　　催：公益社団法人全国野球振興会、芦別市
・参加対象：全国の小学校4年生～6年生の男女

　ベースボールサマーキャンプを共催しております北海道芦別市が昨
年度より取り組んでいる「トップアスリートスポーツ教室」を本年度も芦
別高等学校硬式野球部員を対象に実施します。
　同市で唯一の高等学校である硬式野球部の技術向上を目的に本年度
下記概要にて開催します。
　次号で開催報告を致します。

・開催日時：2016年8月7日（日）13：00～16：30
・開催会場：芦別高等学校（北海道芦別市本町40-13）
・指導講師：佐々木恭介さん（元近鉄）、三井浩二さん（元西武）
・主　　催：芦別市
・参加対象：同校硬式野球部員（1年生～3年生）

　オリンピック、パラリンピックで目や耳にする機
会の増えた障がい者スポーツですが、認知度が上
がったのは競技としての面で、それに参加できる
のは限られた方々だけです。
　「普段は運動しない人も、身体を動かすことの楽
しさを感じてほしい」という想いで、ＯＢクラブで
は子どもから大人まで、みんなで楽しむための障
がい者スポーツ教室（主催：さいたま市、会場：市営

浦和球場）に10年連続で協力。今年は6月18日、
鈴木健さんと三井浩二さん（ともに西武）が参加し
ました。
　当日は梅雨の時期にもかかわらず、晴天で最高
気温は34℃。その暑さの中、汗をかきながら笑顔
で野球をする参加者の皆さん。この「汗をかく」気
持ち良さを覚えて、障がい者の課題である運動不
足を克服してもらいたいと思います。

トレカフェスタ東京
　毎年、夏と冬に実施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が右記日程
にて開催されました。
　当振興会からは、元阪神タイガースの「代打の神
様」八木�裕さんにトークショー、サイン会及び撮影
会へ出演して頂きました。
　さらに、今回は「日本女子プロ野球リーグ
（JWBL）」から、川端友紀選手・加藤優選手（埼玉
アストライア）にも出演頂き、会場には約500名の
カードファンが各種カード購入、交流などで集まり
熱気高い会場となり、トークショー、サイン会、撮影
会共満席となり、普段聞けない話なども披露頂き
盛況のうちに終了しました。

　会場では当振興会ブースを設け賛助会員募集
などＰＲ活動も併せて実施しました。昨年と同様、多
くの方に当振興会のブースにきて頂きました。当
振興会の活動へご理解ご協力ありがとうございま
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
にしています。

・日　時：2016年7月3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500名（スポーツカードファン）

2016　Summer

八木　裕さん

埼玉アストライアの加藤優選手・川端友紀選手

※�「OB�News」でお店や著書など掲載をご希望の方は、事務局までお問い合わせください。

OB会員の著書をご紹介します。ぜひ、ご活用ください。

実業之日本社 定価：本体 1,400円＋税

大石  滋昭

書籍PR

本書のセールスポイントは、「野球の技術」解説よりも「野球の教
え方」に的を絞っていること。野球経験者はもちろん、これまで野
球をしたことがないお父さんでも、子どもたちに野球を教えるため
のエッセンスが詰まった一冊です。最近の子どもたちがやってしま
いがちなミス、集中力が切れず大事なことが心に残る教え方など、
野球指導の現場を多く経験している著者ならではの切り口で、わ
かりやすく解説しています。少年期に正しくダイナミックな動きを
覚えていくことはとても大切です。子どものそばにいる私たち大人
が、技術力の向上や成長期の身体の特徴、メンタル面などに対して
の幅広い知識と、正しい指導方法を身につけるための一冊！

野球の教え方、教えます！

1983-1984 東京読売巨人軍

1984-1985 近鉄バファローズ

退団後は会社員を経て、2007年から3年間、ジャイアンツア
カデミーのコーチを務め，野球の指導方法を学ぶ。その後、デ
ポルターレクラブを設立し、幼児・小学生・中学生及び成人の
野球スクールを主催している。スクール運営の他に、映画「ア
ゲイン�28年目の甲子園」で、野球技術の指導及び野球シー
ンの監修を担当した。
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EVENT NOTICE
イベント予告

　株式会社エポック社制作・発売のオフィシャルトレーディン

グカード第16弾がこのほど発売されました。この度は「リーグ

制覇戦士列伝」と題しまして、レギュラーシーズンにリーグ優

勝された方々27名にご登場頂きました。

　1ボックスに直書き直筆サインカードを２枚以上封入！　日

本初の直書き直筆サイン入りブックレットカードも実現。さら

に、ホログラム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。

　本体価格15,000円＋税で全国有名カードショップなどにて

発売中。賛助会員入会促進の一助としても、販売して参ります。

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、株式会社ミ

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！

・企画・制作：公益社団法人全国野球振興会

・発 売 元：株式会社エポック社

オフィシャルカード
完全限定生産「リーグ制覇戦士列伝」が発売されました！

日本プロ野球ＯＢクラブ
2016年の新商品紹介

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

チャリティーゴルフコンペ

日本プロ野球ＯＢクラブ
東京ベースボールスクール

　徳島県阿南市と共催で、本年度12月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を進めています。

　夏休みに北海道芦別市で実施しておりますキャンプ同様、野球技術の基本だけで

なく、集団生活による団体生活ルールの学習、礼儀作法の習得も目的としています。

　開催概要は以下の通りです。

・日　　時：2016年12月23日（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：当振興会講師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

（徳島県阿南市）

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）も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。

　日頃から当振興会の活動にご理解とご協力を頂

いております賛助会員様を含むファンの皆さまと

OB会員が集う「チャリティーゴルフコンペ」を本年

度も5会場にて開催します。

　当日開催します「チャリティーホール」「オーク

ション」での収益金は、「東日本大震災復興事業」「熊

本県地震復興事業」並びに開催地での野球振興、ス

ポーツ振興への基金とさせて頂きます。

　OB会員、賛助会員様をはじめどなたでも参加可

能ですので、是非とも皆さまお誘い合わせの上ご参

加ください。

　日程の詳細は次号にてお知らせ致します。

　高校進学後も硬式野球部に所属し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9回目の開催

を迎えます。

　開催日程につきましては現在調整中です。

　次号で詳細を発表致します。

（開催概要）

・対象競技：硬式野球

・教室期間：2016年12月上旬～2017年2月中旬

　　　　　※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）

・募集人数：30名

九州地区

東海地区

関東地区

関西地区

中国・四国地区

第23回 関東地区 第17回 九州地区 第11回 関西地区 第5回 東海地区 第4回 中国・四国地区
日 程 10月下旬〜11月中旬 11月中旬〜12月上旬 11月中旬〜12月上旬 11月中旬〜12月上旬 12月13日（火）

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

山の原ゴルフクラブ
（18H、OUT、IN）
〒666-0154　兵庫県
川西市山の原字下恋里12
TEL：072-794-1621　

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

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

募 集
人 数 240名・60組 160名・40組 160名・40組 240名・60組 180名・45組
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ご希望の方は、はがきに住所、氏名、年齢、

電話番号、ご希望の品、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、8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。

〒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.70 プレゼント」係
清水�崇行�さん 川崎�憲次郎�さん 渡辺�久信�さん 大石��滋昭さん著

江夏�豊�さん 星野�伸之�さん 岡田�彰布�さん 古葉�竹識�さん

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.29榎本喜八氏 2000安打記念トロフィー
　1950～60年代にかけて毎日・大

毎オリオンズの“ミサイル打線”の中

心を担った榎本喜八氏が、今年野球

殿堂入りしました。

　榎本氏は早稲田実業から1955年

に毎日に入団。18歳ながら開幕を5

番・一塁手で迎え、2戦目（3月29日駒

沢球場）の東映戦の二回、後藤修投手

から初安打を記録しました。同年139

試合に出場、打率.298、16本塁打、

打点67、四死球はリーグ最多の97と

活躍し、新人王に選ばれました。60年

に打率.344、66年には打率.351で

首位打者となり、60～62、66年の4

度最多安打を記録しています。

　1968年7月21日、東京スタジア

ムでの近鉄戦（ダブルヘッダー第1

戦）の初回、鈴木啓示投手から2点タ

イムリーとなる二塁打を放ち、通算

2000安打を達成しました。川上哲治

（巨人）、山内一弘（毎日他）に続く、

日本プロ野球史上3人目の快挙でし

た。2016年6月末現在、NPBでは47

人が2000安打を達成していますが、

31歳7か月での達成は、現在におい

ても史上最も若い記録達成です。

　翌日の新聞には、試合後のインタ

ビューの最中に、「おめでとう。これか

らもがんばって下

さい。」という川上

哲治巨人監督から

の祝電を受け取り、

「左打者として川

上さんを目標にが

んばってきた」と感

激して涙を流した

とのエピソードが

紹介されています。

　このトロフィーは、2000安打を記

念してスポーツニッポン新聞社から

榎本氏に贈られたもので、1971年よ

り当館にて収蔵しています。

学芸員　関口貴広

　この時期、新聞等には『全国高等学校野球

選手権大会』が報じられています。会員の皆

さまも『母校はどこまで勝ち残れるか、甲子

園に行けるだろうか』と胸躍らせていること

と思います。

　昨年の優勝校は『東海大相模高校』。

　エースの小笠原投手は中日ドラゴンズに

入団しました。

　今年の『夏の甲子園』。どんなドラマが待っ

ているのでしょうか。未来のプロ野球スター

がどれだけ現れるか楽しみな季節がやって

きます。

〈報告事項〉

　八木澤理事長・清覚副理事長・横山専務理

事の３名で業務を行っておりました『事務局

長』に元・一般社団法人日本野球機構（ＮＰＢ）

事務局長の下田邦夫氏が７月１日より就任し

ました。

　夏真っ盛りの季節。皆さんお身体には充分

ご自愛なされますようご祈念申し上げます。

　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球　この時期、新聞等には『全国高等学校野球

事務局便り

vol.12

P R E S E N T  C O R N E R
プレゼントコーナー

OBの直筆サインボール  ・ 直筆サイン色紙 （各１名様） ・大石さん著書（3名様） 
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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7月

2016 年 4 月〜 6 月

山口 祐佳（やまぐちゆか） プロフィール
1978年7月4日生まれ（38歳）　東京都北区出身　

◦千葉県立松戸六実高等学校➡日本女子体育大学➡東北楽天ゴー
ルデンイーグルス('08-'11)

■新入会員一覧 2016年6月30日�現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
村田　和哉 日本ハム 31 外野手

松谷　竜二郎 巨　人 52 投　手

山口　祐佳 楽　天 38 スタジアムDJ

日高　亮 ヤクルト 26 投　手

忰田　幸也 ヤクルト 46 投　手

小川　裕介 オリックス 37 投　手

野口　寿浩 横　浜 45 捕　手

里崎　智也 ロッテ 40 捕　手

髙橋　尚成 巨　人 41 投　手

髙橋　秀聡 ソフトバンク 33 投　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
山本　功児 ロッテ 2016年4月23日 64 1951

秋本　祐作 巨　人 2016年5月9日 80 1935

仁木　安 阪　急 2016年5月22日 90 1925

西川　武史 中　日 2016年5月23日 82 1934

後藤　次男 阪　神 2016年5月30日 92 1924

　皆さま、初めまして。元東北楽天イーグル

ス・スタジアムDJの山口祐佳と申します。

　体を動かすことが大好き、休み時間は男

の子に混ざって野球やドッジボールで汗を

流した幼少期。野球好きの両親に連れられ

て生まれて初めて球場でプロ野球の試合を観た日の事は今でも

ハッキリと覚えております。

　日本女子体育大学を卒業後は円谷プロダクション、USJキャスト

を経て楽天野球団へ。2009年からスタジアムDJとして場内アナ

ウンスを約２年半担当させていただきました。在籍期間こそ短いで

すが本当に沢山の事を学ばせて頂いたプロ野球界に、今度はOG

という立場から少しでも恩返しが出来ればと思っております。

　現在は株式会社ベースボールプランニングでフリーアナウン

サー兼講師として自分のスキルアップを目指しながら後進を育て

ることに力を注いでおります。またスポーツインストラクターとし

て子どもたちに体操指導もおこなっていますので、そういった立

場からも〈未来の野球選手〉を目指す子どもたちのサポートも出来

たら嬉しいです！どうぞ宜しくお願い致します！

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

4
月

2日（土）
四国アイランドリーグplus　2016　
開幕戦　香川-愛媛

レクザムスタジアム
（香川県高松市）

2日（土）
四国アイランドリーグplus　2016　
開幕戦　高知-ソフトバンク

高知球場
（高知県高知市）

9日（土）
四国アイランドリーグplus　2016　
開幕戦　愛媛-巨人

坊っちゃんスタジアム
（愛媛県松山市）

9日（土）
ルートインＢＣリーグ　開幕戦
武蔵-福島

熊谷公園球場
（埼玉県熊谷市）

9日（土）
ルートインＢＣリーグ　開幕戦
新潟-群馬

HARD�OFF�ECOスタジアム新潟
（新潟県新潟市）

10日（日）
ルートインＢＣリーグ　開幕戦
群馬-新潟

上毛新聞敷島球場
（群馬県前橋市）

10日（日）
ルートインＢＣリーグ　開幕戦
信濃-富山

長野オリンピックスタジアム
（群馬県前橋市）

12日（火）役員候補者選考委員会　第1回会議
墨田区総合体育館　会議室C
（東京都墨田区）

15日（金）
ルートインＢＣリーグ　開幕戦
福島-武蔵

開成山球場
（福島県郡山市）

18日（月）マスコミ懇談会
百代茶屋
（東京都港区）

26日（火）役員候補者選考委員会　第2回会議
墨田区総合体育館　会議室C
（東京都墨田区）

30日（土）日本プロ野球OBクラブ杯（岩手）
江刺中央運動公園野球場ほか
（岩手県奥州市）

5
月

7日（土）
8日（日）

日本プロ野球OBクラブ杯（茨城）
ひたちなか市民球場ほか
（茨城県ひたちなか市ほか）

8日（日）
第22回ダイワハウス全国少年少女
野球教室

46都道府県47会場

12日（木）役員候補者選考委員会　第3回会議
ROOMS
（東京都墨田区）

12日（木）財務委員会　第9回
ROOMS
（東京都墨田区）

13日（金）北海道野球協議会　常任理事会
北海道野球協議会
（北海道札幌市）

15日（日）スポーツフェア
葛飾区総合スポーツセンター
野球場（東京都葛飾区）

18日（水）第1回常務理事会
墨田区総合体育館「Ｃ」
（東京都墨田区）

21日（土）第24回選抜全国身障野球大会
ほっともっとフィールド神戸
（兵庫県神戸市）

21日（土）
22日（日）

日本プロ野球OBクラブ杯（鳥取）
倉吉市営球場ほか
（鳥取県倉吉市ほか）

24日（火）第1回理事会
墨田区総合体育館「Ｂ・Ｃ」
（東京都墨田区）

6
月

11日（土）大阪市教育委員会中学校指導者講習会
大阪市立昭和中学校
（大阪市）

16日（木）
一般社団法人�北陸地域づくり協会
講演会

ANAクラウンプラザホテル新潟
（新潟県新潟市）

18日（土）
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」

市営浦和球場
（埼玉県さいたま市）

22日（水）ブロック長会議
ＫＦＣ�Hall&Rooms　国際ファッ
ションセンター（東京都墨田区）

22日（水）平成28年度定時総会
ＫＦＣ�Hall&Rooms　国際ファッ
ションセンター（東京都墨田区）

22日（水）第2回理事会
後楽園飯店
（東京都文京区）

23日（木）大和ハウス工業　安全大会講演
ビッグパレットふくしま
（福島県郡山市）

活動報告 会員情報
山口 祐佳 さんが入会しました

ようこそＯＢクラブへ！
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