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EVENT NOTICE
イベント予告

出張開催 in 静岡!!
来年度の開催受け入れも、公募中
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　会場となったツインメッセ静岡では当日、各

種スポーツを体験するイベント（静岡県教育委

員会）が行われており、ラグビーや柔道など、子

どもたちがいろいろなスポーツに触れ合って

いました。

　そのイベント内の一つのコーナーとして、

夢・未来応援プロジェクト�ブルペン（以下、夢

プロ）を出張開催。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、子どもたちの質問に直接答え

る、通常のプログラムに加えて、柔らかいボー

ルを使用し『投げる』ことに特化した野球クリ

ニックも行いました。

　近年、子どもたちの投力の低下が問題となっ

ています。今後はその投力強化も、夢プロの開

催内容に盛り込んでいく予定です。

社会貢献事業 ～夢・未来応援プロジェクト ブルペン～

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』
副島 孔太さん（元ヤクルト）を講師に9月18日、静岡市で出張開催してきました

　来年度（2017年4月～）の開催に向け、

受入校（団体）を公募中です。ホームページ

に詳細を掲載しています。応募対象は学校

や教育委員会です（数名の生徒でも可）。お

子さんやお孫さん、身近な学校教育関係者

の皆さまに活動を広めていただきますよ

う、よろしくお願いします。

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：2017年1月20日（金）・21日（土）・22日（日）

会　場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

対　象：18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

BASEBALL COACHING CLINIC

OBクラブの「野球技術指導
員登録証」を取得されてい
る方は、3日目の実技研修
が受講免除となります。

NPB公認野球指導者

取得できる資格等

軟式野球指導員

NPB

2017年度開催分、受付中

日体協

　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

して行っている講習会です。プロアマ問わず

どなたでも参加できますが、元プロの学生野

球資格回復者の方々には「NPB公認野球指導

者」資格が付与されます。是非ご参加くださ

い。
元プロの学生野球資格回復者が取得すると、日

本学生野球協会「学生野球資格回復者一覧」の中

で、「NPB公認野球指導者」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、BCC受講のほか、NHK通信

講座や各都道府県体協等で実施されている

「共通科目」を修了する必要があります。

野球指導者講習会（BCC) ＝BASEBALL COACHING CLINIC＝

応募〆切�：�2016年12月31日

実施期間�：��2017年4月1日～

�2018年3月31日

※�応募方法などの詳細は、ホーム

ページをご覧ください。

2017年度の受入について 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
交通費をご負担いただける場合、上記以外での開催、応募も可能
　※�上記1都3県に修学旅行などを予定の学校も応募可

応募対象 全国の小学校、中学校または教育委員会

受入校数 4校（団体）予定

派遣する
プロ野球ＯＢ

当団体のOB会員　1名
（選手、審判、トレーナーなど）

実施内容
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は行いませんが、�投力強化の内容追加や給食参加など

学校側のご要望を伺い、可能な範囲で内容を計画します
※�旅行会社や旅行代理店、個人からの

応募、お問合せは不可



学生野球資格回復研修制度

ＯＢたちの Next  Professional  Life

　「三田学園の野球部を変えてほしい。もう

一度強くしてほしい」。母校の野球部ＯＢ会か

ら声がかかった。今でもがっちりとした体格

は近鉄の現役時代を彷彿とさせる。とはい

え、還暦を過ぎてからの新たな挑戦だった。

「迷いましたよ。家族には、体が持つのか、心

配してもらってね」。ただ、高校野球の持つ魅

力に勝てなかった。母校のグラウンドに立つ

決断をした。

　「選手には口ではなく、実際に投げたり、

打ったり、守ったりして手本を見せるのが技

術向上の早道だと思っていたんだけれど、想

像以上に体がいうことを聞いてくれないんで

困ったよ」。

　監督就任直後に驚いたのは「一番大事な

キャッチボールができないこと」だったと

いう。そして、選手が「すぐに結果を求める」

ことだった。基本の反復練習、そして現代っ

子の気質を理解することから新人監督はス

タートした。

　高校野球の監督を目指すプロ野球ＯＢへの

アドバイスは「学校の規則、方針を把握する

ことがスタート。それを踏まえてどう臨むか、

勉強しないといけない。プロでやってきたこ

とを押し付けても選手はついていけない。土

台をしっかり作って、それから技術に入って

いくべき」。

　選手のグラウンドでの顔は知っていても、

教室での素顔は分からない。そこも悩みの種

だ。「選手の性格を知るのに時間がかかる。こ

の年齢で、教職免許を取るのはとても無理だ

しね。元プロが高校野球の監督を目指すなら

教職免許があったほうがいい」。一人じゃ何

もできないから、頼りは野球部の部長と副部

長の二人だ。

　三田学園は春の甲子園に4度出場してい

る。自身は2年生の時に遊撃手として出場し、

準々決勝まで駒を進めた。「そりゃあ、目標は

甲子園だよ」。ただ、現実は厳しい。母校は91

年の春以降、甲子園から遠ざかっている。午

後7時には完全下校で、取り巻く環境はかつ

ての強豪時代とは違っている。

　昨年の夏は1回戦でコールド負けを喫し

た。今年の夏は3年ぶりに初戦を突破し、4回

戦進出を果たした。「グラウンドで校歌を聞い

たのは40何年ぶりかなあ。うろ覚えだった

けど、思い出したよ。嬉しかったねえ」。そし

て、今年の秋は県大会に進出、ベスト8にあと

一歩まで迫った。

　「一歩一歩、階段を上っていくという形が

できたかな、と思う」。羽田イズムは徐々にで

はあるが浸透しつつある。

羽田 耕一 プロフィール

1953年6月19日生まれ。兵庫県尼崎市出
身。三田学園から1971年のドラフト4位で
近鉄に入団。通算1874試合に出場。ゴー
ルデングラブ賞1回。89年に引退後、打撃
コーチなどを歴任。2015年2月、母校の監
督に就任。

●三田学園野球部の主なＯＢ
伊勢孝夫さん、金澤信彦さん、金沢幸彦さん
久代義明さん、中澤秀一さん、藤岡寛生さん
屋鋪要さん、故山本功児さん （50音順）

羽田 耕一さん

　これまでに学生野球資格を回復さ

れた方（学生野球資格回復に関する

規則第４条による適性認定者）で現

在、常勤者として高校の監督を務めら

れている方は18人を数える。

　“いてまえ打線”の元近鉄の主力打

者だった羽田耕一さんもその一人だ。

母校の兵庫・三田学園のグラウンドに

立って1年半余り。夢へ向かって一歩

一歩、階段を上っている。

（�2016年10月5日現在、日本高等学校野
球連盟資料より）

はだ　こういち
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写真提供：日刊スポーツ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　

OB 相互の勉強会
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　2016年は、5会場で技術セミナーを開催しました。10月9日の

広島会場では捕手編・有田修三さん（元近鉄）、投手編・齊藤明雄さ

ん（元横浜）、内野守備編、打撃・バント編は石毛宏典さん（元西武）、

外野守備編・二村忠美さん（元日本ハム）によるセミナーが行われ

ました。打撃・バント編の石毛さんの講義では、2年連続トリプルス

リーを達成した山田哲人選手（ヤクルト）の打撃練習方法について

も言及し、受講生のみなさんも興味深い内容になったのではない

でしょうか。今年

参加できなかった

皆さんは、来年は

ぜひ会場までお越

しください。

2016年度技術セミナー各地区開催報告
開催日

（10：00～17：00）
会  場 講  師

7月10日（日）
国際ファッション
センター

（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、大島�公一
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
西山�秀二、本間�満
和田�一浩

10月9日（日）
ＲＣＣ文化センター
（広島県広島市）

有田�修三、石毛�宏典
齊藤�明雄、二村�忠美

投手編・齊藤�明雄さん

打撃編・石毛�宏典さん

外野守備編・二村�忠美さん 捕手編・有田�修三さん

　プロ野球関係者が学生野球を指導するには「NPBプロ研修会」と

「学生野球研修会」の2つの研修会を修了し、公益財団法人日本学

生野球協会の審査を経ることで可能になります。本研修会は今回で

4回目の開催となります。

　今年の東京会場は「NPBプロ研修会」が12月9日（金）、「学生野

球研修会」が12月10日（土）・11日（日）と、3日続けての開催となり

ます。大阪会場は「NPBプロ研修会」が11月26日（土）、「学生野球

研修会」が12月17日（土）・18日（日）に開催されます。

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）

NPB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

《申込用 QR コードはこちら⇒》

野球指導者養成・認定制度
［技術セミナー］  2016年度開催報告

11月21日〆切!!



EVENT REPORT
イベント報告

　北海道芦別市と共催で行

なっている同キャンプも本年

で5年目を迎え、北海道各地

から113名の小学生男女が集

まりました。多くの仲間たちと

共に野球技術向上に汗だくと

なって練習を行い、夏休みに2泊3日の集団生活を過ごし

ました。

　3年連続参加の子どもたちもいる中、4年生として初参

加の子どもたちは来年も是非参加すると言って仲間たち

と約束している姿が見られました。

・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（元近鉄）、西崎幸広（元日本ハム）、

鈴木�健（元西武）、本間�満（元ソフトバンク）、

三井浩二（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：小学校4年生～6年生の男女��113名

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後 援：帝 京 大 学

岩手県中学生野球大会

8月開催報告
　5回目となる岩手県大会は釜石市立釜石東中

学校が優勝しました。

　陸前高田市立高田東中学校との決勝戦は息詰

まる投手戦となり、規定の7回を終えて0ー0。8回

より無死満塁から始める特別延長を行い、6ー4

で釜石東が決戦を制しました。

　11月以降、約10大会の開催を予定しています

ので、次号で報告します。

準優勝の高田東

優勝の釜石東

※�4/29、5/1雨天順延のため、8/20に準決勝＆決勝戦を開催

■ 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、8/20 釜石東 高田東
小　山

水沢南

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
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　今から61年前、芦別高等学校は

「第37回全国高等学校野球選手権

大会」に北海道代表として甲子園に

出場した実績があり、文武両道の同

校において硬式野球部員は限られ

た時間の中で甲子園を夢見て日々

練習を続けています。

　そして、そのお手伝いとして本年

も昨年に引き続き硬式野球部の技

術向上を目的に「トップアスリートスポーツ教室」を下記概要にて実施しました。

　本事業が今後も継続するよう芦別市と連携していく予定です。

・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（元近鉄）、三井浩二（元西武）

・主　　催：芦別市

・参加対象：同校硬式野球部員（1年生～2年生）13名

・指導内容：ピッチング指導、守備指導、打撃指導

　7月18日、長野県佐久市にて佐久平少年少女野

球道場が開催されました。今年で15回目を迎える

伝統ある野球道場で、3名の講師が指導を行いま

した。

　元気な野球少年少女と魅力的な関係者の方々と

ともに、充実した時間を過ごすことができました。

・主　催：佐久平少年少女野球道場実行委員会

・後　援：佐久市教育委員会、他

芦別市トップアスリートスポーツ教室

佐久平少年少女野球道場

硬式野球教室



EVENT NOTICE
イベント予告

　徳島県阿南市と共催で、下記の概要にてベースボールウィンター

キャンプを開催します。

　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。

・日　　時：2016年12月23日（金・祝）～25日（日）2泊3日

・会　　場：ＪＡアグリあなんスタジアム、あなんアリーナ（徳島県阿南市）

・指導講師：�佐々木恭介（元近鉄）、八木��裕（元阪神）、山崎慎太郎（元近鉄）

・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

【お問合せ及び申込み先】

「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阿南実行委員会事務局」

〒774-8501

徳島県阿南市富岡町トノ町12-3　阿南市産業部　野球のまち推進課

TEL：0884-22-1297　�FAX：0884-28-9886
●��E-mail：yakyuunomachi@city.anan.tokushima.jp
●��ホームページ：http://baseball.city.anan.tokushima.jp/

　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

　①12/2� ②12/9� ③12/16� ④1/6� ⑤1/13

　⑥1/20� ⑦1/27� ⑧2/3� ⑨2/10� ⑩2/17

　※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

　㈱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17

弾の発売が決定しました。7月に発

売した「リーグ制覇戦士列伝」の続

編、第二集と題しまして、レギュラー

シーズンにリーグ優勝された方々

27名にご登場いただく予定です。

　1ボックスに直書き直筆サインカードを2枚以上封入！直書き直筆サ

イン入りボールカードをはじめ、ＯＢクラブカード初のブロンズ色のペ

ンを使用した直書き直筆サインも登場。さらには、ホログラム高級イ

ンサートカードを1ボックスに1枚封入。1ボックスに2枚封入のレギュ

ラーカードを含め、1ボックス計5枚入りで、全てのカードにシリアルナ

ンバーが入っています。

　本体価格15,000円＋税で全国有名カードショップなどで12月10

日から発売。賛助会員入会促進の一助としても、販売して参ります。是

非、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

の公式サイトをご覧ください！

・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

　日頃から当振興会の活動にご理解とご協力をいただいております賛

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、

チャリティー事業・東日本大震災復興支援事業ならびに開催地での野

球振興、スポーツ振興への基金とさせていただきます。

　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。

　毎年、夏と冬に実施している、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下記日程にて開催されます。

　毎回、会場には約600名のカードファンが集まり各種カードの購入、

交流などで熱気高い会場となり、トークショー、サイン会、撮影会とも満

席となるイベントです。一度は足を運んでみてはいかがでしょうか。

　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

実施しますので是非お立ち寄りください。

（トレカフェスタ　東京�2016�WINTER）

・日時：2016年12月4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　　・入場料：大人：500円、小学生以下：無料

　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。是非、ご参加ください。

12月6日　東京ドームホテル　Ｂ１Ｆ「天空」
18：00～

※�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。

トレカフェスタ  東京  2016 WINTER

「感謝の集い」 お知らせ

第23回関東地区 10月31日（月） ロイヤルスターゴルフクラブ

第11回関西地区 12月8日（木） 山の原ゴルフクラブ

第17回九州地区 11月21日（月） 玉名カントリークラブ

第5回東海地区 12月15日（木） 愛岐カントリークラブ

第5回中国・四国地区 12月13日（火） 鷹の巣ゴルフクラブ

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

日本プロ野球ＯＢクラブ
東京ベースボールスクール

日本プロ野球ＯＢクラブ
オフィシャルカード

チャリティーゴルフコンペ
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※画像は、前作「リーグ制覇戦士列伝」
　（7月発売）のものです。

2016年の新商品紹介

完全限定生産　「リーグ制覇戦士列伝 第二集」
12/10(土)発売決定！



PICKUP NEWS
注目の話題

２０２０年東京オリンピック野球競技復活

　野球が正式競技となった最初の大会で、打倒

キューバを目標に金メダルを目指した思い出があ

る。予選リーグ、準決勝とも情報はありながら郭李

建夫選手の台湾に負けたのがね。選手村で他競技の選手と交流でき

たのも思い出。柔道の吉田秀彦選手や小川直也選手は凄い練習をし

ていた。野球の復活は喜ばしい。東京だけでなく、持続的に開催され

るように世界に認められてほしい。

大島 公一 （バルセロナオリンピック、銅メダル）

　2016年8月4日に東京オリンピックで、3大会振りに野球が復
活することが決まりました。東京オリンピックで悲願の金メダル獲
得に期待が高まっている中、日の丸を背負った大島公一さん（元オ
リックス）、和田一浩さん（元中日）に当時の思い出を振り返っても

らうと同時に東京オリンピックへのコメントをいただきました。過
去の日本代表チームメンバー表一覧、競技結果と「五輪と野球」も
重ねてご一読ください。
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1984　ロサンゼルスオリンピック
日本代表チーム（首脳陣含むメンバー表）

1996　アトランタオリンピック

1988　ソウルオリンピック

2000　シドニーオリンピック

1992　バルセロナオリンピック

2004　アテネオリンピック

ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 30 鈴木義信 東芝

コーチ 31 川島勝司 ヤマハ
32 山中正竹 住友金属

投　手

11 潮崎哲也 松下電器
12 渡辺智男 NTT四国
14 鈴木哲 熊谷組
15 菊池総 東芝
16 吉田修司 北海道拓殖銀行
18 石井丈裕 プリンスホテル
19 野茂英雄 新日本製鐵堺

捕　手 20 古田敦也 トヨタ自動車
22 應武篤良 新日本製鐵広畑

内野手

1 西正文 大阪ガス
2 葛城弘樹 東芝
3 米崎薫臣 日本生命
6 野村謙二郎 駒澤大学
9 小川博文 プリンスホテル
10 筒井大助 住友金属
28 大森剛 慶應義塾大学

外野手

8 中島輝士 プリンスホテル
21 前田誠 東芝
25 松本安司 三菱重工名古屋
27 笘篠賢治 中央大学

ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 30 松永怜一 住友金属

コーチ 33 鈴木義信 東芝
34 鴨田勝雄 法政大学

投　手

11 米村明 河合楽器
12 吉田幸夫 プリンスホテル
14 伊東昭光 本田技研
15 伊藤敦規 福井工業大学
16 宮本和知 川崎製鉄水島
18 西川佳明 法政大学

捕　手
20 嶋田宗彦 住友金属
21 吉田康夫 三菱自動車川崎
22 秦真司 法政大学

内野手

2 正田耕三 新日本製鐵広畑
3 浦東靖 新日本製鐵堺
4 森田芳彦 鹿児島鉄道管理局
5 上田和明 慶應義塾大学
9 和田豊 日本大学
10 広沢克己 明治大学
23 福本勝幸 東芝

外野手
7 荒井幸雄 日本石油
8 古川慎一 亜細亜大学
25 熊野輝光 日本楽器

ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 30 川島勝司 ヤマハ

コーチ
31 垣野多鶴 三菱自動車川崎
32 大田垣耕造 東芝
33 井尻陽久 日本生命

投　手

11 三澤興一 早稲田大学
12 森中聖雄 東海大学
14 木村重太郎 東芝
15 川村丈夫 日本石油
16 小野仁 日本石油
18 森昌彦 NTT東海
19 杉浦正則 日本生命

捕　手 9 大久保秀昭 日本石油
21 黒須隆 日産自動車

内野手

1 福留孝介 日本生命
2 野島正弘 日本石油
3 松中信彦 新日本製鐵君津
4 今岡誠 東洋大学
6 桑元孝雄 三菱自動車川崎
7 井口忠仁 青山学院大学

外野手

8 西郷泰之 三菱自動車川崎
10 中村大伸 NTT東京
24 高林孝行 日本石油
25 佐藤友昭 プリンスホテル
27 谷佳知 三菱自動車岡崎

ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 30 大田垣耕造 東芝

コーチ
33 林裕幸 日本石油三菱
34 野村収 元大洋
35 長崎慶一 元大洋

投　手

11 土井善和 日本生命
12 河野昌人 広島
13 渡辺俊介 新日本製鐵君津
14 吉見祐治 東北福祉大学
15 石川雅規 青山学院大学
16 山田秋親 立命館大学
17 杉内俊哉 三菱重工長崎
18 松坂大輔 西武
19 杉浦正則 日本生命
54 黒木知宏 ロッテ

捕　手
2 鈴木郁洋 中日
21 阿部慎之助 中央大学
22 野田浩輔 新日本製鐵君津

内野手

3 松中信彦 ダイエー
4 平馬淳 東芝
5 中村紀洋 近鉄
6 田中幸雄 日本ハム
8 沖原佳典 NTT東日本
9 野上修 日本生命

外野手

1 田口壮 オリックス
10 梶山義彦 三菱自動車川崎
24 飯塚智広 NTT東日本
25 廣瀬純 法政大学
26 赤星憲広 JR東日本

ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 33 中畑清 元巨人

コーチ 31 高木豊 元大洋
32 大野豊 元広島

投　手

11 清水直行 ロッテ
13 岩瀬仁紀 中日
15 黒田博樹 広島
16 安藤優也 阪神
17 三浦大輔 横浜
18 松坂大輔 西武
19 上原浩治 巨人
20 岩隈久志 近鉄
21 和田毅 ダイエー
30 小林雅英 ロッテ
61 石井弘寿 ヤクルト

捕　手 9 城島健司 ダイエー
59 相川亮二 横浜

内野手

2 小笠原道大 日本ハム
5 中村紀洋 近鉄
6 宮本慎也 ヤクルト
8 金子誠 日本ハム
25 藤本敦士 阪神

外野手

1 福留孝介 中日
10 谷佳知 オリックス
23 村松有人 オリックス
24 高橋由伸 巨人
27 木村拓也 広島
55 和田一浩 西武

ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 30 山中正竹 住友金属

コーチ 32 荒井信久 神戸製鋼
35 野端啓夫 三菱重工三原

投　手

12 佐藤康弘 プリンスホテル
14 杉山賢人 東芝
15 渡部勝美 大昭和製紙北海道
16 西山一宇 NTT四国
17 小桧山雅仁 日本石油
18 伊藤智仁 三菱自動車京都
19 杉浦正則 日本生命

捕　手 10 高見泰範 東芝
23 三輪隆 神戸製鋼

内野手

1 大島公一 日本生命
3 若林重喜 日本石油
4 西正文 大阪ガス
5 徳永耕治 日本石油
6 十河章浩 日本生命
7 小島啓民 三菱重工長崎
8 小久保裕紀 青山学院大学

外野手

9 坂口裕之 日本石油
25 佐藤真一 たくぎん
26 中本浩 松下電器
28 川畑伸一郎 住友金属

　初めてのオールプロでの編成で、絶対に金メダル

獲得の凄いプレッシャーがあった。しかし、期待に

応えられなかった。悔しかったね。でも、いいチーム

だった。あれだけのチームはないと思う。アテネでの経験は私の財産

になっている。予選では長嶋茂雄監督の下、プレーさせていただいた

のも貴重な経験だった。野球がオリンピックに復活したのは嬉しい。金

メダルが期待されると思うけど、若い選手が躍動する姿を見たいね。

和田 一浩 （アテネオリンピック、銅メダル）



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

〒167-0032　東京都杉並区天沼3丁目9番13号

　�Tel�03-5335-7666　Fax�03-5335-7665�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　不動産流通センター　荻窪出張所 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主 任　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48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
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競技結果

2008　北京オリンピック

1984 ロサンゼルス 金メダル（公開競技）

1988 ソウル 銀メダル（公開競技）

1992 バルセロナ 銅メダル

1996 アトランタ 銀メダル

2000 シドニー 4位　

2004 アテネ 銅メダル

2008 北京 4位

　五輪における野球競技は、1904年セント

ルイス大会で公開競技として初めて実施され

た。1912年ストックホルム大会で再び公開

競技として実施され、その後は1936年ベル

リン大会と続き、1952年ヘルシンキ大会で

はフィンランド式野球のペサパッロが公開競

技として実施されたが、正式競技になること

はなかった。

　以後、1956年メルボルン大会、1964年東

京大会、1984年ロサンゼルス大会、1988年

ソウル大会の4大会で野球は公開競技として

行われ、1992年バルセロナ大会より正式競

技となり、以後の5大会連続で実施された。

　2012年ロンドン大会の正式競技から外れ

たため、2016年以降のオリンピックで再び

実施されるかどうかは未定となっていたが、

2020年東京オリンピックでは開催都市提案

の追加種目として採用された。

五輪と野球
ポジション 背番号 氏名 所属
監　督 77 星野仙一 元中日

コーチ
88 田淵幸一 元阪神
80 山本浩二 元広島
72 大野豊 元広島

投　手

11 川上憲伸 中日
13 岩瀬仁紀 中日
15 田中将大 楽天
16 涌井秀章 西武
17 成瀬善久 ロッテ
18 ダルビッシュ有 日本ハム
19 上原浩治 巨人
21 和田毅 ソフトバンク
28 藤川球児 阪神
47 杉内俊哉 ソフトバンク

捕　手
10 阿部慎之助 巨人
22 里崎智也 ロッテ
39 矢野輝弘 阪神

内野手

2 荒木雅博 中日
3 中島裕之 西武
6 宮本慎也 ヤクルト
7 西岡剛 ロッテ
25 新井貴浩 阪神
52 川崎宗則 ソフトバンク
55 村田修一 横浜

外野手

23 青木宣親 ヤクルト
31 森野将彦 中日
41 稲葉篤紀 日本ハム
46 佐藤隆彦 西武



MANAGEMENT REPORT
運営報告

　今季のプロ野球は大変盛り上がった試合が多
く、ファンの方は大いに楽しまれたのではないで
しょうか。
　さて、今年の夏はリオのオリンピック・パラリ
ンピックまた夏の甲子園大会、プロ野球ではセ・
リーグの神ってる・広島東洋カープの大躍進、パ・
リーグでは首位を独走していた福岡ソフトバンク
ホークスに北海道日本ハムファイターズの猛烈
な追い上げ等があり、スポーツ界が大いに盛り上
がり、寝不足になられた方も多かったのではない
かと思います。
　その盛り上がりの中に、オリンピック競技とし
て野球・ソフトボールの種目がなかったことは、大
変寂しいことでありましたが、私たちの念願が叶
い、2020年の東京オリンピックでは北京オリン
ピック以来正式種目として復活し開催されます。
　1964年の東京オリンピックは10月10日が開

会式、まさにスポーツの秋を象徴する競技日程で
したが、2020年は７月下旬から８月中旬、日本
で一番暑い時期の開催となります。
　現在においてその間、野球界では夏の甲子園
大会の地区予選や本大会、都市対抗、スポーツ界
では高校生の祭典・インターハイ等ビッグな大会
が開催されています。
　また、プロ野球界は夏休みに入り観客が増え
る時期と重なってしまっています。各関係団体は
その対応や日程調整で大変でしょうが、日本のス
ポーツを盛り上げるための施策をぜひお願いし
たいところです。
　オリンピックの野球に関して、思うことがあり
ます。それは選手の選出方法です。現在、日本代
表メンバーはすべてプロ野球選手が選出されて
います。古い人間なのでしょうか？私は未だにオ
リンピック＝アマチュアスポーツという図式か

ら抜け出せません。野球のオールジャパンという
枠をプロ野球選手にこだわらず、もっとアマチュ
ア選手に広げて欲しいと思います。高校生・大学
生・社会人でプレーしている選手にも現実的な夢
を持ってもらいたい、それが野球振興に繋がる
のではないかと感じています。オリンピックはア
マチュア、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラッ
シック）はメジャーリーグの選手も参加するプロ
の野球界最高峰の大会という明確な区分けが実
現出来たら良いなと思う
今日この頃です。

ご挨拶

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

第11期 専門委員会
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第11期 都道府県代表幹事� ※＝ブロック長

コンプライアンス委員会

総　括　　八木澤　荘六

委 員 長 坂巻　　豊
副委員長 横山　健一郎
副委員長 池田　哲雄
委　 員 清覚　秀雄
委　 員 三浦　政基
委　 員 玉利　　齊
委　 員 水嶋　章陽

財務委員会

総　括　　八木澤　荘六

委 員 長 清覚　秀雄
副委員長 横山　健一郎
委　 員 三浦　政基
委　 員 醍醐　猛男
委　 員 五月女　豊
委　 員 髙村　義明
委　 員 村尾　忠孝

広報委員会

委 員 長 定永　昭紀
副委員長 三浦　政基
副委員長 上田　二朗
委　 員 池田　哲雄
委　 員 坂巻　　豊
委　 員 高橋　善正
委　 員 松本　匡史
委　 員 村尾　忠孝
委　 員 吉村　　正

賛助会員拡大委員会

委 員 長 村尾　忠孝
副委員長 清覚　秀雄
副委員長 横山　健一郎
委　 員 定永　昭紀
委　 員 醍醐　猛男
委　 員 木村　竹志
委　 員 五月女　豊
委　 員 鶴岡　秀樹
委　 員 中村　和彦

情宣・拡大委員会

総　括　　八木澤　荘六

指導者育成部会

担当理事 上田　二朗
担当理事 松本　匡史
委 員 長 松沼　博久
副委員長 佐藤　　洋
委 員 今井　　茂
委 員 岡　　義朗
委 員 小早川　毅彦
委 員 駒崎　幸一
委 員 仁志　敏久
委 員 南渕　時高

普及活動部会

担当理事 八木澤　荘六
担当理事 醍醐　猛男
担当理事 木村　竹志
委 員 長 中塚　政幸
副委員長 片平　晋作
副委員長 黒坂　幸夫
委 員 池谷　公二郎
委 員 石井　雅博
委 員 太田　浩喜
委 員 小川　　亨
委 員 松沼　雅之
委 員 真弓　明信

 野球事業推進委員会

総　括　　三浦　政基

①北海道・東北

NO 都道府県 氏名

1 北海道
有澤　賢持　※�
西島　貴之

2 青　森 今関　勝　�新任
3 岩　手 吉田　克郎
4 秋　田 小西　秀朗　※
5 宮　城 小野木　孝
6 山　形 小野木　孝�兼務
7 福　島 長谷川　達栄

③北信越

NO 都道府県 氏名

16 長　野 川島　正幸
17 新　潟 大滝　信孝　※�
18 富　山 ー　　
19 石　川 ー　　
20 福　井 川藤　龍之輔

④東海

NO 都道府県 氏名

21 静　岡 島野　雅亘

22 愛　知
彦野　利勝
調整中　��　

23 岐　阜 今井　茂　※
24 三　重 森田　通泰

②関東Ⅱ
NO 都道府県 氏名

13 埼　玉
矢作　公一
森　宝生

14 千　葉 寺沢　高栄

15 神奈川
坂巻　豊　　※�
野村　収　�新任

②関東Ⅰ
NO 都道府県 氏名

8 茨　城 根本　学　　※
9 栃　木 五月女　豊
10 群　馬 種部　儀康

11 東　京
井原　慎一朗�新任
渡辺　孝博���新任

12 山　梨 内藤　久

⑥中国

NO 都道府県 氏名

31 鳥　取 黒坂　幸夫
32 島　根 石橋　貢
33 岡　山 中藤　義雄
34 広　島 高橋　里志�新任�
35 山　口 渡辺　弘基　※

⑦四国

NO 都道府県 氏名

36 香　川 白石　静生�兼務
37 徳　島 白石　静生　※�
38 高　知 岡　幸俊
39 愛　媛 今井　圭吾

⑤近畿 ブロック長　岡本 伊三美
NO 都道府県 氏名

25 滋　賀 西川　克弘
26 京　都 大門　和彦
27 奈　良 元田　昌義
28 和歌山 木村　竹志

29 大　阪
和田　徹
大原　徹也

30 兵　庫
芝池　博明
藤本　貴久�新任

⑧九州�
NO 都道府県 氏名

40 福　岡
永射　保
太田　浩喜

41 佐　賀 永渕　洋三
42 長　崎 杉町　攻
43 熊　本 今井　譲二
44 大　分 神田　大輔
45 宮　崎 片岡　光宏
46 鹿児島 安田　泰一　※
47 沖　縄 森長　隆

【専門委員会】組織図

野球事業
推進委員会

コンプライアンス
委員会

ブロック会議
都道府県代表幹事会

賛助会員
拡大委員会広報委員会

情宣・拡大
委員会財務委員会







EVENT REPORT
イベント報告

　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10日（土）、11日（日）

に東京・大田区の大田スタジアムで開催され、

今年は26チーム、約350名が参加。

八木澤荘六理事長、千藤三樹男さん（元日本ハ

ム）が参加し、本年も当振興会はこの大会を後

援しました。

　8月11日にQVCマリンフィールドで行われ

た千葉ロッテ対東北楽天戦にて八木澤理事長

が始球式を務めました。ロッテは千葉県に本拠

地を移転して25周年。移転後初の監督として

指揮を執ったグ

ラウンドで、現

役時代を彷彿と

させるフォーム

で投球を披露し

ました。内角へ

の真っすぐはワ

ンバウンド。し

かし、大観衆の

会場から大き

な拍手が湧き

起こりました。

　8月18日、「文部科学大臣杯争奪第19回全

国小学生(3･4年生)ティーボール選手権大会」

と「第7回アジアティーボール交流大会」が西

武プリンスドームで同時開催されました。選手

権出場チームが32チーム、交流大会出場チー

ムは中国3チーム、韓国1チーム、2011年の東

日本大震災の被災地福島から7チームを含む

20チームと、約1,000名の小学生が参加しま

した。当会からは片平晋作さん（元西武）、松沼

雅之さん（元西武）、また、日本女子プロ野球機

構からREIAの皆さんがティーボールでのバッ

ティング指導を行うコーナーも設けられまし

た。

第12回　日野原重明カップ
スローピッチソフトボール大会

理事長始球式

ティーボール大会
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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、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。
石井�義人�さん 川藤�幸三�さん

山本�浩二�さん 小倉�恒�さん

中西�太�さん 末次�利光�さん

〒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.71プレゼント」係

応 募 方 法

公益財団法人野球殿堂博物館

BASEBALL COLUMN
ベースボールコラム

特別連載
vol.30

芝
池
博
明
氏 

専
修
大
学
時
代
ウ
イ
ニ
ン
グ
ボ
ー
ル
等

　野球殿堂

博物館では

2016年6

月3日（金）

～7月12日

（火）、企画

展�「明治神

宮野球場�90年の歩み」を開催し、神

宮球場の90年に渡る歩みを、プロ、ア

マの幅広く多彩な資料を用いて紹介

しました。

　本展開催にあたり、東都大学野球連

盟を通じ、芝池博明氏（公益社団法人�

全国野球振興会�兵庫県代表幹事）に

東都の最多勝記録41勝を樹立した専

修大学時代の資料のご出品を依頼し

ました。

　芝池氏は1965年、1年生ながら東

都大学野球春季リーグで8勝を挙げ、

春秋連続優勝に貢献。同年の第14回

全日本大学野球選手権大会では、準

決勝東海大戦で大会史上初の完全試

合を達成。決勝でも立命館大を破り、

チームを初優勝に導きました。4年生

となった1968年春の亜細亜大1回戦

で高橋善正氏（中央大）の記録を破り

36勝のリーグ新記録を達成。同年秋

には5勝を挙げ、リーグ最多勝記録を

41勝としました。

　当館では今回、専大時代の通算36

勝、40勝、41勝ウイニングボール、第

14回全日本大学野球選手権大会で

の完全試合達成ウイニングボールと

記念トロフィー2点、スクラップブッ

ク、近鉄でのプロ初勝利のウイニング

ボールの計8点をご出品いただきま

した。連盟を通じて受領した後、御礼

のお電話を差し上げたところ、今後も

ファンの皆さんにご覧いただきたい

とのことで、ご寄贈のお申し出をいた

だき、当博物館のコレクションに加え

させていただきました。

　これら専大時代の資料は現在、常設

展示のアマチュア野球コーナーに展

示中です。ぜひご覧下さい。

学芸員　関口�貴広

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 （各１名様）
直筆サイン色紙 （各１名様）

IN 西武プリンスドーム
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2016 年 7 月～ 9 月

米　正秀（よね まさひで） プロフィール
1972年6月11日（44歳）山口県小郡町（現山口市）出身

◦�山口県立西京高等学校➡株式会社神戸製鋼➡横浜ベイスターズ�
('95–'15)

■新入会員一覧 2016年9月30日�現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
小野　一也 広　島 48 投　手
畠中　　透 ヤクルト 55 内野手
米　　正秀 横　浜 44 投　手
大迫　幸一 西　武 63 トレーニングコーチ

■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
豊田　泰光 西　鉄 2016年8月14日 81 1935
征矢　高行 巨　人 2016年9月12日 83 1933
流　　敏晴 阪　急 2016年9月15日 68 1948
山本　一義 広　島 2016年9月17日 78 1938

野球はキツイだけではない！
楽しさを伝えていきたい
　小学校5年生に受けたスポーツテストの、ソ

フトボール投げを見た野球チームに所属して

いた友人から「野球を一緒にやろう！」と誘われて野球を始めました。

　気が付けば2015年まで球団に所属することになり、まさかこ

んなに長い時間、野球と生きていくとは思ってもみませんでした。

　退団後、どのように野球と関わっていこうか、とにかく野球の

楽しさを伝えたいと考えているときに、先輩の中根仁さん（元横

浜）にOBクラブを紹介してもらいました。

　OBクラブの「野球界への恩返し」の理念は、まさしく自分が考

えていたことでしたので、すぐに入会を決めました。

　母校への指導も希望しており、今年度の学生野球資格回復研

修制度に参加する予定です。

日にち 行 事 名（事 業 名） 場　所

7
月

3日（日）トレカフェスタ
都立産業貿易センター
（東京都台東区）

10（日） 技術セミナー（関東）
国際ファッションセンター
（東京都墨田区）

18日（月） 佐久平少年少女野球道場 佐久市営球場（長野県佐久市）

24日（日） スポーツフェア
サン・スポーツランド畑野野球場
（新潟県佐渡市）

8
月

7日（日） 芦別高等学校硬式野球部指導 芦別高等学校（北海道芦別市）

7日（日） スポーツフェア
小林総合運動公園市営野球場
（宮崎県小林市）

8日（月）～
10日（水）

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

芦別市民球場（北海道芦別市）

13日（土） 甲子園大会視察 甲子園球場（兵庫県西宮市）

18日（木）
文部科学大臣杯争奪第19回全国小学
生（3・4年生）ティーボール選手権大会
第7回アジア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）

20日（土） 日本プロ野球OBクラブ杯（岩手） 根岸球場（岩手県奥州市）

20日（土） 技術セミナー（九州） アクロス福岡（福岡県福岡市）

21日（日） スポーツフェア
秦野市中央運動公園野球場
（神奈川県秦野市）

23日（火） 野球事業推進委員会
国際ファッションセンター
（東京都墨田区）

9
月

10日（土） 技術セミナー（近畿） 大阪国際会議場（大阪府大阪市）

10日（土）
第12回日野原重明カップ
スローピッチソフトボール大会

大田スタジアム（東京都大田区）

15日（木） 賛助会員拡大委員会
国際ファッションセンタービル
（東京都墨田区）

18日（日） スポーツフェア 熊野スタジアム（三重県熊野市）

18日（日） 夢・未来応援プロジェクト�ブルペン ツインメッセ静岡（静岡県静岡市）

28日（水） 平成28年度　第2回常務理事会
国際ファッションセンター
（東京都墨田区）

28日（水） 平成28年度　第3回理事会
国際ファッションセンター
（東京都墨田区）

活動報告 会員情報
米　正秀 さんが入会しました

ようこそＯＢクラブへ！

　当会、常務理事を務められた豊田泰光

氏（元西鉄）が8月14日にご逝去されま

した。日本プロ野球OBクラブ設立時よ

り、技術力向上委員会委員長などを務め

られ事務局で毎週のように野球技術指

導書作成のために委員が集まり意見を

まとめられていた姿が思い出されます。

　また、社団法人全国野球振興会として

認可された後も理事を歴任され当会を

支えていただきました。

　現役時代同様、球界及び当会が抱える

問題に対しては歯に衣着せぬ物言いで

鋭く意見を交わされ、球界OBの地位向

上と野球振興に尽力されたことに感謝

申し上げます。

　故人の長きにわたる功績に対し、心か

らの敬意をもって哀悼の意を捧げます。

訃報：豊田 泰光氏
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