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理事長あいさつ
平成29年という新しい年を迎えました。

なっているためです。

①野球の底辺拡大と普及を第一ととらえ、今迄

「一年の計は元旦にあり」会員の皆さまも年

サッカーはワールドカップやオリンピックで

以上に野球事業推進委員会、広報委員会、賛

頭に今年の決意を胸に秘め日々精進のことと

日本代表チームの試合が予選から数多く放送

助会員拡大委員会の連携を強化し、普及事

存じます。

されています。

昨年は広島東洋カープの「神ってる」が流行
語大賞、また「二刀流」北海道日本ハムファイ

業の確立と当振興会の情宣活動を行う。

2位の「学者＆博士」は昨今の日本人ノーベル
賞連続受賞で前年8位から急浮上しています。

②普及事業を明確とし、正会員の事業への参加
を呼び掛ける。

ターズの大谷翔平選手がプロスポーツ大賞を

3位の「警察官・刑事」を含め、子どもたちの

③当振興会の「野球振興事業」を明確とし、事業

受賞するなど、
リオ五輪があった年にもかかわ

よく目にする、テレビ放送がその背景にあると

に対する理解を求め、賛助会員の獲得を強

らず野球界が大変盛り上がりました。

思います。

化する等、普及事業＝野球事業推進委員会

今 年 3 月 7 日 か らＷＢＣ
（ワ ー ルド・ベ ース

当然、野球のワールドカップ「日本代表チー

ボール・クラシック）が開幕します。日本代表

ム」の試合は地上波のテレビで放送されるで

「侍ジャパン」には、野球ファンのみならず、国

しょう 。そ の 放 送で、子どもたち に 夢と感 動

民に感動を伝えるプレーで、優勝を奪還しても

を伝える試合、そして「日本の野球は世界一」
・

らわなくてはなりません。

「やっぱり野球はいいな」と感じてもらえる大

なぜなら、年頭に民間会社が発表した「子ど

を主軸とする方針で進め、実りある一年にし
て行きたいと考えております。
本年も当振興会へのご理解ご協力を切にお
願い申し上げます。

会にしてほしいと切望します。

もたちが大人になったらなりたい職業」アン

さて、今年の当振興会の大きなテーマは正会

ケートで、男の子のベスト3は1位「サッカー選

員・賛助会員の獲得です。そのために何をしな

手」2位「学者・博士」3位「警察官・刑事」となっ

ければならないか。子どもたちの野球離れを深

ており
「野球選手」は4位に甘んじている結果と

刻に考え、

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22回ダイワハウス全国少年少女野球教室
震災で延期した熊本県会場を開催しました

ただきました関係機関並びに協賛企業の皆さ
まに、深く感謝申し上げます。

平成28年

また、開会式には開催するにあたりご尽力い

最後に熊本地震によって被災された皆さま

4月14日、熊

ただきました熊本県議会議員、市議会議員並び

の一日も早い完全復興と生活再建されること

本県を中心と

に企業各社、野球関係者の皆さま、そして特別

をお祈り申し上げます。

して発生した

協賛いただいております大和ハウス工業株式

熊本地震に

会社様からは熊本支店・平尾豊幸支店長をは

よって開催を

じめ多くの方々にご参加いただきました。

延期しておりました第22回ダイワハウス全国

指導には、熊本県出身OB会員を中心に14

少年少女野球教室・熊本県会場につきまして、

名が担当し、古葉竹識さん（元広島）も自ら念

開催地のご尽力により受け入れ体制が整い、

入りにウォーミングアップの後、子どもたちと

2016年11月6日（日）田迎公園運動施設（熊本

キャッチボールを行い内野守備指導を行って

市南区）にて被災地の益城町から参加した子ど

いただきました。

もたちを含め約300名の小学生が集い11月と

参加した子どもたちはみんな明るく、元気で

は思えない汗ばむほどの晴天のもと開催する

3時間という限られた時間の中、真剣に指導を

事ができました。
当日は、地震で犠牲になられた方に黙とうを
捧げたあと、西村博則益城町長から震災時の様

受けており、一つでも技術と思い出が残る教室
であることを願い、講師全員全力で取り組んで
いる姿がグラウンドにありました。

子、そして今なお倒壊した家屋などが多く残り

また、会場前の受付テントには「がんばるけ

復興に全力を尽くしている事などの話がありま

ん！熊本」などの復興に向けたのぼりが立ちま

した。そして子どもたちが元気に野球ができる

した。

ことに対する御礼のご挨拶をいただきました。

本教室開催にあたり、並々ならぬご尽力をい

（参加講師）

※順不同、年齢は2016年11月6日時点

・八木澤荘六（投手71歳：元ロッテオリオンズほか：当振興会理事長）

・松崎秀昭さん（投手50歳：元福岡ダイエーホークスほか：鎮西高卒）

・古葉竹識さん（内野手80歳：元広島東洋カープほか：済々黌高卒）

・米村和樹さん（投手42歳：元阪神タイガース：熊本学園大付属高卒）

・山本哲也さん（捕手82歳：元阪神タイガース：熊本工業高卒）

・今井譲二さん（内野手60歳：元広島東洋カープ：鎮西高卒）

・荒木隆夫さん（投手78歳：元阪急ブレーブス：九州学院高卒）

・山本光将さん（内野手32歳：元読売巨人軍：熊本工業高卒）

・松枝三男さん（投手68歳：元横浜大洋ホエールズ：熊本第一工業高卒）

・谷松浩之さん（外野手56歳：元ヤクルトスワローズ：ＰＬ学園高卒）

・川本智徳さん（投手57歳：元日本ハムファイターズほか：八代工業高卒）

・二村忠美さん（外野手57歳：元日本ハムファイターズほか：伝習館高卒）

・右田一彦さん（投手56歳：元横浜大洋ホエールズほか：九州学院高卒）

・河野安彦さん（外野手55歳：元横浜大洋ホエールズほか：鎮西高卒）
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感謝の集い

トー ク ショー

2016年12月6日に東京ドームホテル
にて「感謝の集い」を開催しました。今回の
感謝の集いではステージ上でトークショー
を行いました。
「神ってる」が流行語大賞となった広島東洋
カープについて初優勝時の監督だった古葉竹識
さん、そしてリリーフ投手としてご活躍した渡辺
弘基さん、髙橋里志さんに昭和50年の優勝と25
年ぶりのリーグ制覇についてお話をしていただき
ました。当日のトークショーの一部を掲載します。
―25年ぶりのカープ優勝について
髙橋：長 いこと低迷しておりましてね。25年ぶ
りの優勝ということで確かに街は潤いま
した。ファンの方にもたいそう喜んでい
ただきまして良かったのですが、ОBは何
もありません。
渡辺：里ちゃん（髙橋さん）の一流のジョークを
言っているので。
（ 笑）こんなに忙しいオ
フはないですよ。ОBにとっても。だいた
いカープは25年に1回感動をお伝えして
いますね。
古葉：本 当 に 忙しい 。優 勝 パレ ードした 時 に
NHKから広島に来てくれと言われまして
ね、行ってきました。こんな嬉しいことは
ありませんでした。感謝しています。
―昭和50年のカープは
古葉：前 監督が辞めて3試合後ですかね、オー
ナーからおまえが監督をやれと言われま
した。
しかしカープは3年連続最下位で3
年連続監督が代わっているんです。です
から監督の依頼があった時は、もし最下
位だったら僕もクビになるなと思いまし
た。だからやりたいこと、言いたいことを
言ってやろうと思いました。選手にはす
ごく優しいことをしましたけども。
（笑）
渡辺：正 直言いますと古葉監督は非常に優し

から本当に息はピッタリでしたね。

必ず取り返してくれるぞと思って投げら

髙橋：私 は初優勝の時、古葉監督は使ってくれ

れる時。もう一点でもやってはだめだぞと

なかったのです。私は二軍におりました。

かったのですが、やるべきことをやらな

カープに55年までいたのですが、その間

渡辺：M VPの新井選手は頑張りましたね。性格

かったときは…。だけどそれは愛のムチ

に3回優勝しているのですが、優勝しな

的にもすごくいいんですよ。彼がチーム

ではなかったかなあ。非常に温厚な方な

かった3年間だけ頑張ったんです。

にいい影響を与えたのだなと。ビジター

ので私は一度も怒られたことはない。だ

古葉：初 優 勝 は 後 楽 園 で 巨 人 軍 と の シ ー ズ ン

けどそういうのでチームが結束したのが

129試合目でした。これに負けると中日と

うねこれが最初のプレッシャーですよ。

の大決戦が広島市民球場であることになっ

ファンの人も押せ押せですから。選手も

良かったんじゃないですかね。

チームは新幹線で広島に降り立つと、も

髙橋：いやいや。普段はね、
とても優しいのです

てい たんです 。そ れで巨 人 に 勝 た な け れ

背中を押されました。これは大きい要素

よ。ベンチの中で熊本弁が飛び出したら

ばと思っていて、選手みんなが勝とうって

です。

もうだめです。選手はだんだん遠ざかる。

やってくれたのでね。仲間に恵まれました。

渡辺：初 優 勝 時 中 継ぎとして活 躍できて嬉し
かったですよ。やっぱりマウンドに上がっ
てナンボですから。監督がマウンドに行

髙橋：ま あシ ーズン 前 は ねピッチャー が 少し
足りないんじゃないかと思ったんですが

（笑）
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思って投げるのとでは全然違います。

―今年のカープはどこに強さがあった、優勝の
要因は
古葉：結
 果的には打線がすごくピッチャーを助

き そ う なとき に 、あっ 出 番 や なって わ

けていたと思いますよ。ピッチャーが一番

かったんですよ。何だか知らないけど。だ

気持ちよく投げられるのは、点取られても

ね、ほんとに今年は打つほうが結構いい
ということで、こんなシーズンはなかな
かないんじゃないですかね。そのくらい
うまく回りましたね。

―2017年シーズンについて
髙橋：最 近の野球はね連覇するのはなかなか難しいですよね。だ
から来年のカープはちょっとしんどいと思います。やっぱり
これだけ盛り上がっていますからね。優勝するために頑張
ると思いますよ。
渡辺：カープはチームワークと言いますか監督が全員に目を配る
いい伝統があります。そんなに名もない選手が入ってきて
も鍛えられてどんどん成長しています。マークされますから
ね。その中で優勝争いして、なんとか勝つためには練習しか
ないですよ。
古葉：来 年はピッチャーがもっと頑張らなければいけないのか
な、皆さんの応援をしっかり頭に入れて頑張ってほしいと
思います。

青島 健太さん
（司会）
、
古葉さん、
中西 太顧問によるトークショーも行われました

トークショーの様子

左から古葉さん、
渡辺さん、
髙橋さん

抽選会は今回も大盛り上がり プレゼンターは上田 二朗常務理事

中締め挨拶

江本 孟紀顧問

理事によるお見送り
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日本プロ野球ＯＢクラブ杯
後 援：帝 京 大 学

■ 大会結果
会場

開催日

優勝校

準優勝校

３位校

群馬

11/3、
5

高崎新町
高崎長野郷

伊勢崎
あずま

高崎榛名

11/12、
13

香椎第三

当仁

11/27、
12/3

富士見西
本郷合同

大井東

11/26

日田三隈

高田

11/26、
27

（第5回）

12/4、
10

常盤平

小金南

長崎

12/3、
4

高来

土井首

12/10、
11

野尻

小松原

12/10、
11

桜木

天水

12/17、
18

福浜

旭東

（第4回）

11＆12月開催報告
当会主催の中学生野球大会『日本プロ野球OBクラブ杯』。11、12月
は右表の9県で開催しました。本年度開催分は沖縄、栃木会場を残すの
みです。

福岡

（第8回）

埼玉

（第4回）

大分

（第7回）

千葉

（第8回）

宮崎

（第7回）

熊本

（第7回）

岡山

（第3回）

前橋第七
箱

崎
原

三芳東
藤
緑ヶ丘
中津・城北
松戸第二
和名ヶ谷
波佐見
明

峰

本

郷

小

林

城西・三和
佐

敷

高

島

東山・岡輝

長崎県優勝の高来
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社会貢献事業

～夢・未来応援プロジェクト ブルペン～

元巨人の石井 義人さんが三郷市立彦郷小学校に訪問
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』。
石井義人さん（元巨人）が2016年11月15日、埼玉県の三郷市立彦郷小学校に訪問しました。
5、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、お昼の休憩中にはボールの
投げ方を実演するなど、生徒たちと楽しい時間を過ごしました。

チャリティーゴルフコンペ
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
会員様並びにファンの皆さまとOB会員が集う「チャリティーゴルフコン
当日開催した「チャリティーホール」
「 オークション」では昨年度を上回
収益金は「東日本大震災復興事業」
「 熊本地震復興事業」並びに開催地

天

候

場

参加者数

本年も開催に向け準備を行い、次号にて発表します。

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5回 中国・四国地区

10月31日
（月）

11月21日（月）

12月8日（木）

12月15日（木）

12月13日（火）

晴天
ロイヤルスターゴルフクラブ
（27H、OUT、IN、NEW）

会

開催にあたりまして、
ご協力・ご協賛いただきました12球団様、一般社
団法人日本野球機構様、各企業様へ厚く御礼申し上げます。

る「2,031,500円」の収益金が集まりました。

程

また、今回よりゴルフをされない賛助会員様にも「オークション」のみ
のご参加を募り、OB会員との懇親を深めていただきました。

ペ」を今年度予定通り5会場にて開催しました。

日

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。

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

晴天
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

181名

晴天
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：0795-46-0111

47名

91名
¥333,500

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

曇り後小雨
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

91名

¥720,000

チャリティーホール

¥263,000

¥35,000

¥75,500

¥68,000

¥88,000

チャリティーオークション

¥457,000

¥164,000

¥258,000

¥269,000

¥354,000

公益社団法人全国野球振興会にて災害復興事業などに活用

¥337,000

141名

チャリティー合計

寄付先

¥199,000

晴天
愛岐カントリークラブ
（27H：中、東、西）

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

¥442,000

広島双葉ライオンズクラブ

エコボール活動 ーシチズン・オブ・ザ・イヤー受賞ー
社会に感動を与えた市民をたたえる「シチズン・オブ・ザ・イヤー」
（シ
チズン時計主催）に「エコボール活動」に取り組むNPO法人就労ネットうじ
「みっくすはあつ」
（京都府宇治市）が選ばれました。
当振興会が2014年1月よりオフィシャル・サポーターとして参加して
いる「エコボール活動」は、障害者の就労支援を目的として、NPO法人就
労ネットうじ「みっくすはあつ」と京都代表幹事・大門和彦さん（元大洋）

したボールは、
「 道具を大事にすること」
「 障害者との相互理解」など、生
徒の情操教育にとても素晴らしい効果をもたらすほか、障害者の「やりが
い」を生み、直接手の届く事業所・学校との交流を大切にすることで、
「地
域コミュニティの形成」にもつながっています。
今後も当振興会はオフィシャル・サポーターとしてこの活動を応援し
ていきます！

の試みにより開始されました。
高校・大学野球部等から使い古してボロボロになった硬式ボールを障
害者が回収し、縫い直して、元の学校に納めます。ひと針ずつ丁寧に縫製
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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
徳島県阿南市と共催にて、ベースボールウィンターキャンプを下記概要
の通り初開催しました。
野球技術の基本だけではなく、集団生活による生活ルール・礼儀作法の
習得も目的とし2泊3日で、参加者、講師共に同じ宿舎に宿泊し、野球漬け
の時間を過ごしました。

・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、あななんアリーナ（徳島県阿南市）

・指導講師：佐々木恭介さん（元近鉄）
八木裕さん（元阪神）
山崎慎太郎さん（元近鉄）
・主

催：公益社団法人全国野球振興会、阿南市

・参 加 者：39名（小学3年生～6年生）
【徳島県阿南市】
・人口：74,951名（平成28年12月末）
・面積：279.25k㎡（徳島県南東部の中央海岸線に位置）
・野 球のまち：平成19年5月に中堅122ｍ、両翼100mの「JAアグリあなん
スタジアム」建設、平成22年4月に全国初となる「野球のまち推進課」を
産業部内に設置し野球を産業として位置づけ全国から各種大会を誘致し
野球振興に寄与するなど様々な取り組みを実施。

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』
『 ※1 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。
【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。
契約形態

※2対象価格

割引率

鉄骨一般住宅

商品種別

請負金額

本体価格

３%

備考

※3木造一般住宅

請負金額

本体価格

３%

※4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

※1 リフォームにつきましては大和ハウスリフォームにて承ります。
※2 対象価格は全て消費税を除いた金額となります。 ※3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。
※4 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。

【問い合わせ窓口】
〒167-0032

東京都杉並区天沼3丁目9番13号

Tel03-5335-7666 Fax03-5335-7665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

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
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EVENT NOTICE

イベント予告

第23回全国少年少女野球教室

5月14日
（日）開催決定

本年も当会の基幹事業である全国少年少女野球教室を開催いたします。
全国の野球少年少女と充実した一日を過ごせるよう、そして、すべての参加

皆様からのご協力なしでは成し得ない事業です。お力添えの程、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

者の方々にとってかけがえのない日になるよう、準備を進めてまいります。

キッズベースボールプログラム
幼少児向けに「野球を大好きになる子どもたちを増やそ

・4月22日（金）

和泉愛児学園（山梨県甲府市）

参加者40名

う！」をスローガンに、平成27年11月からトライアル期間

・5月23日（月）

稲成保育園（和歌山県田辺市）

参加者28名

を経て継続してまいりました本事業。平成28年は右記にて

・5月26日（木）

宮原保育所（和歌山県有田市）

参加者52名

開催しました。

・5月27日（金）

そとはま保育所（和歌山県有田市）

参加者19名

・5月30日（月）

箕島保育所（和歌山県有田市）

参加者22名

現開催は一部の地域ですが、次年度より本格的に取り組ん

・5月31日（火）

糸我保育所（和歌山県有田市）

参加者17名

でまいります。

・6月1日（水）

日向保育所（和歌山県有田市）

参加者26名

開催された先生からは「児童がすごく楽しみ、ボールを投

・6月7日（火）

古江見保育所（和歌山県有田市）

参加者23名

げる打つことへの興味が出た、仲間を意識することができ

・6月8日（水）

宮崎保育所（和歌山県有田市）

参加者22名

た」などの声もいただき、保護者にも人気で用具一式を施設

・6月14日（火）

保田保育所（和歌山県有田市）

参加者42名

で購入され授業の中に取り入れてくださるなど効果はバツ

・9月12日（月）

有田川総合運動公園（和歌山県有田市）

参加者100名

グンです。

・10月18日（火） 帖佐幼稚園（鹿児島県姶良市）

参加者27名

・11月1日（火）

参加者80名

少子化、野球離れが危惧される中、スタートした本事業。

名瀬小学校体育館（鹿児島県奄美市）
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学生野球資格回復研修制度

＝BASEBALL COACHING CLINIC＝

野球指導者講習会（BCC)

2017年1月20日から3日間、全日本野球協会と日本野球機構（NPB）

体重移動をするのではなくて、後ろに行きながら投げる」
と体重移動と逆

が連携した「野球指導者のための講習会（BCC）」が国立オリンピック記

の方向にまっすぐ腕を出すことで、肘の使い方が良くなると説明。投手編

念青少年総合センターで開かれました。各団体の資格を取得できる講習

では変化球の曲がりが早くなってしまうことについて質問があり、
「 歩幅

会としてカリキュラム構成されています。実技指導では当会から6名のＯ

を伸ばすことによって体に粘りができる分、変化球の曲がりが打者の手

Ｂを派遣し、全国から集合した400名を超える野球指導者の皆さまがそ

前になる」
と西本さんはアドバイスしていました。
ＢＣＣでは元プロ野球選

の技術論に耳を傾けていました。

手も受講し、
「 NPB公認指導者資格」を取得しています。今後も各団体が

各講座で質問が飛び交う中、守備編ではイップスになった選手への対
処についての質問が多くありました。守備編の鈴木さんは「投げる方向に

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：石井義人さん（元巨人）
石毛宏典さん（元西武）
江藤省三さん（元巨人）
齊藤明雄さん（元横浜）
鈴木康友さん（元巨人）
西本

守備編：江藤

省三さん

打撃編：石井

投手編：齊藤

義人さん

明雄さん

守備編：鈴木

打撃編：石毛

聖さん（元巨人）

康友さん

宏典さん

投手編：西本

聖さん

学生野球指導登録届の提出方法が変わります！
学生野球研修終了後、日本学生野球協会へ「適性認定審査申請
書」を提出し、同協会の審査を経て「資格回復認定」を受けた方
が、
「 指導登録届」を提出することで学生野球を指導することが
できます。2017年2月からインターネットでの提出になります
ので、右記HPよりお願いします。

「指導登録届」は、下記のサイトからお手続きください
《 QR コード》

※ 2017 年 2 月 10 日から受付開始
《学生野球指導登録届 web サイト》

https://goo.gl/T8n4Lt

注意

「指導登録届」は
「適性認定審査申請書」
を提出し、審査を経て
「資格回復認定証」
を受け
取った後に行ってください。

（注）出身校を指導する際は「指導登録届」の手続きは不要です。指導は必ず学校管理下において行ってください。
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イベント報告

OBクラブからのお知らせ

理事会

日本プロ野球ＯＢクラブ

東京ベースボールスクール

平成28年度

第4回

理事会が下記の要項にて開催されました。
記

高校進学後も硬式野球部に入部し
野球に取り組む中学3年生を対象とし

・開 催 日：2016年12月７日（水）11：00～13：00

た9年目を迎える本スクールがスター

・議   題 第1号議案：業務執行状況報告
第2号議案：補助金・助成金について

トしました。

第3号議案：決算・予算立案のスケジュールについて
第4号議案：諸規程の変更について

（開催概要）
・名

報告事項

称：日 本 プ ロ 野 球ＯＢクラ ブ

・参   加：理事18名、監事２名

東京ベースボールスクール2016
・主

催：株式会社ベースボールコミュニケーション

・教室期間：①12/2 ②12/9
⑥1/20 ⑦1/27
※毎週金曜日

③12/16 ④1/6

⑤1/13

⑧2/3

⑩2/17

17：30～21：30

⑨2/10

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、今春高
校の硬式野球部に入部予定の中学3年生27名
・開催会場：明治神宮室内球技場（東京都新宿区）
・講

師：屋鋪

要さん（元巨人）

都道府県代表幹事会
開催日：2016年12月6日（火）
議

案：第1号議案：2016年度
第2号議案：2017年度

公益目的事業の実施状況
事業報告

1）第23回全国少年少女野球教室に関する件
2）ベースボールコーチングセミナー（BCS）に関する件

前田幸長さん（元巨人）

3）野球指導者講習会（BCC）に関する件

副島孔太さん（元ヤクルト）

4）夢・未来応援プロジェクト ブルペンに関する件

藤田太陽さん（元阪神）
武野顕吾さん（元横浜、
メンタル担当）

5）幼児対象野球教室に関する件
6）チャリティーゴルフコンペに関する件
7）
スポーツフェアに関する件

スポーツフェア
宝くじス ポ ーツフェア～ド
リーム・ベースボール～が全
会 場 終 了い たしました 。関 係

8）賛助会員に関する件

！
全会場終了

全国各地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。
2017年5月14日（日）に開催する全国少年少女野球教室をはじめ、
「夢・
未来応援プロジェクト ブルペン」
「 ベースボールコーチングセミナー
（BCS）」など、事業のさらなる活性化のため情報交換を行いました。

者の皆さま、大変お世話にな
りました。誠にありがとうござ
いました。

訃報：山本一義氏
山本一義氏（元広島、享年78歳）が2016
年9月17日にご逝去されました。日本プロ野
球OBクラブ設立時より会員として当会を支
え、
「アマチュア野球指導者講習会」では全国
各地へ講師として出向いていただき、打撃理
論、指導者の心構えなど熱く語られていた姿
が懐かしく思い出されます。
また、技術力向上委員会では当会発行の指導書作成にあたり打撃理論
などを執筆いただきました。
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。
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T O R E K A F E S TA
トレカフェスタ

東 京 2 0 16

WINTER

毎年、夏と冬2回実施します、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開催されました。
今回も会場には全国より約500名のカードファンが各種カード購

今後も、賛助会員様へは本イベント無料ご招待券をお送りいたし
ます。
次回は、7月９日（日）同会場にて実施します。

入、交流などで集まり熱気あふれる会場となり、元巨人軍松本匡史
さん、日本人初の大リーガー村上雅則さんによるトークショー、サイ

・日

時：2016年12月4日（日）12：30～16：00

ン会、撮影会が満席となり盛況のうちに終了しました。

・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）

また、今回より主催である株式会社ミント様のご好意により当会

・主

催：株式会社ミント

賛助会員様へ無料ご招待券を頂戴し、当会ブースに多くの賛助会員

・講

師：松本匡史さん（元巨人）
村上雅則さん（元サンフランシスコ・ジャイアンツ）

様がお越しいただきました。

PRE SENT CORNER
プレ ゼ ントコーナー

応 募 方 法

OBの直筆サインボール ・ 直筆サイン色紙（各１名様）

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、
3月31日
（当日必着）
。

工藤公康さん

大島公一さん

大矢明彦さん

当選者の発表は、プレゼントの発送をもっ

里崎智也さん

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

山田久志さん

石井義人さん

槇原寛己さん

「OB NEWS vol.72 プレゼント」係

和田一浩さん

BA SEBALL COLUMN

特別連載

ベースボールコラム

公益財団法人

野球殿堂博物館

川上哲治氏 通算2000安打達成記念絵皿
野球殿堂博物館では、2016年夏、川上哲治氏（1965年

vol.31

のホームランが、戦後のプロ野球を大いに盛り上げました。

野球殿堂入り、熊本県出身、日本プロ野球OBクラブ初代会

首位打者は5回（'39、'41、'51、'53、'55）、最多安打

長）のご遺族より、川上氏関連資料31点をご寄贈いただき

は6回（'39、'41、'47、'53、'55、'56）、本塁打王は2回

ました。
当館ではこれを記念して、2016年11月15日（火）～

（'40、'48）獲得しており、戦前、戦後を代表する大打者で、
「打撃の神様」
とも称されました。

17年1月15日（日）の期間、熊本応援企画「川上哲治 特別

1956年5月31日、川上選手は中日戦で中山俊丈投手よ

展」を開催しました。現役時代の永久欠番「16」や監督時代

り安打を放ち、NPB史上初の通算2000安打を達成しまし

「77」の巨人軍ユニホーム、監督時代の9年連続日本一の

た。
この絵皿は直径約40cm、セントラル野球連盟から贈ら

メンバーによるサインパネル、数々のトロフィー、ペナント

れた記念品で、川上氏が最後までお手元で飾っていたとの

等の資料に加え、当館で過去にご寄贈いただいていた赤

ことです。先の特別展で

バットやペナント類も併せて展示し、打者としても、監督と

も展示し、現在もプロ野

しても、比類なき記録を残し、戦前戦後の球界に大きな足

球の歴史コーナーで引き

跡を残した川上氏の功績をご紹介しました。

続き展示中です。ぜひご

川上氏は1938年に熊本工から投手として巨人に入団。2

覧ください。

年目の39年から打者（一塁手）に転向、この年打率.338で
首位打者となり、大打者への道を歩み始めます。戦争による
43～46年途中までのブランクを乗り越え、戦後も本塁打、
ヒットを量産します。
“ 赤バット”から生まれる弾丸ライナー

学芸員

関口貴広
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OBClub INFORMATION
OBクラブからのお知らせ

活動報告
日にち

2016 年 10 月〜 12 月

行 事 名（事 業 名）

場

所

星槎国際高等学校 名古屋学習センター
（愛知県名古屋市）
9日（日） 杉並区親善野球大会
西武ドーム（埼玉県所沢市）
9日（日） 2016年度技術セミナーⅤ期中国地区
ＲＣＣ文化センター（広島県広島市）
10日（月） スポーツフェア
八橋運動公園硬式野球場（秋田県秋田市）
12日（水） NPO法人北海道野球協議会 理事会
北海道野球協議会（北海道札幌市）
明治神宮外苑軟式球場（東京都新宿区）
10 14日（金） 第10回 パワーズ野球交流会
月 21日（金） 第36回全日本早起き野球大会 開会式 大田スタジアム（東京都大田区）
21日（金） 株式会社TOC講演会
TOCビル13階（東京都品川区）
23日（日）
太田市運動公園野球場（群馬県太田市）
スポーツフェア
30日（日）
青森市営球場（青森県青森市）
第23回関東地区 日本プロ野球
ロイヤルスターゴルフクラブ
31日（月） ＯＢクラブチャリティーゴルフコンペ
（千葉県君津市）
31日（月） 四国アイランドリーグplusAWARD2016 高松国際ホテル（香川県高松市）
2日（水） 特別支援学校ふれあいTボール教室
本庄市立児玉小学校
（埼玉県本庄市）
3日(木・祝）
日本プロ野球OBクラブ杯
（群馬）
桃の木グランドほか
（群馬県前橋市）
5日(土）
第22回ダイワハウス全国少年少女
6日(日） 野球教室熊本県会場
田迎公園運動施設（熊本県熊本市）
2日（日） 2016年度技術セミナーⅣ期東海地区

11
月

12日(土）
13日
（日）
12日(土）
13日(日）
15日（火）
20日(日）

日本プロ野球OBクラブ杯（福岡）

友泉中学校ほか（福岡県福岡市ほか）

シニアドリームフェスタ
スポーツフェア
夢・未来応援プロジェクト ブルペン
スポーツフェア
21日
（月） 第17回九州地区 日本プロ野球
ＯＢクラブチャリティーゴルフコンペ
21日
（月） 第1回 財務委員会
26日（土） 学生野球資格回復研修（プロ側）
26日(土） 日本プロ野球OBクラブ杯（大分）
26日(土） 日本プロ野球OBクラブ杯（千葉）
27日(日）
26日(土） 子どもの競技力向上スポーツ教室事業
27日(日）

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

①

狭山市営上奥富運動公園野球場A・B面
（埼玉県狭山市）

3日(土） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（埼玉）
3日(土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（長崎）
4日(日）
4日（日） トレカフェスタ
日本野球連盟北海道地区連盟
4日（日）（公財）
平成28年度ベストナイン表彰式
4日(日）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉）
10日(土）
6日
（火） 都道府県代表幹事会

12
月

6日
（火） 平成28年度 感謝の集い
7日（水） 第4回 理事会
8日
（木） 第11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
9日
（金） 日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール ②
9日
（金） 学生野球資格回復研修（プロ側）
10日（土）
11日（日） 学生野球資格回復研修（学生側）
10日（土）
11日（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（宮崎）
10日（土）
11日（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（熊本）
第38回ユニセフ
11日（日） ハンド・イン・ハンド募金中央大会

諫早市営野球場ほか
（長崎県諫早市）
都立産業貿易センター（東京都台東区）
ホテルノースシティ
（北海道札幌市）
松戸市立第一中学校
（千葉県松戸市）
東京ドームホテル「オーロラ」
（東京都文京区）
東京ドームホテル「天空」
（東京都文京区）
後楽園飯店「太和」
（東京都文京区）
山の原ゴルフクラブ
（兵庫県川西市）
神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）
筑波大学東京キャンパス（東京都文京区）
立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）
西都原運動公園野球場ほか
（宮崎県）
県民総合運動公園軟式野球場ほか
（熊本県熊本市）
有楽町駅前広場（東京都千代田区）

11日（日） 日本体育協会公認コーチ養成講習会
第5回中国・四国地区 日本プロ野球
13日（火） Ｏ
Ｂクラブチャリティーゴルフコンペ
第5回東海地区 日本プロ野球
15日（木） Ｏ
Ｂクラブチャリティーゴルフコンペ
16日（金） 日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール ③
17日（土） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（岡山）
18日（日）
23日（金・祝） 日本プロ野球ＯＢクラブベースボール
～25日（日） ウィンターキャンプin阿南

ようこそＯＢクラブへ！

岡島 秀樹 さんが入会しました
昨年、日米通算２２年の現役生活にピリオド
を打ちました。自分の日本とアメリカでの経験
を生かすにはどうしたら良いか考えていた折、
先輩方から勧めていただいてこの度入会を決
めました。自分は、個性的なピッチングフォームだ、とずっと言われ
てきましたが、特にアメリカではこの個性が自分にとっての武器に
なりました。OBクラブの様々な活動を通して、多くの人たちに「個性
をモノにすること」が大切だと伝えていきたいと考えています。基礎
練習を大切にする日本スタイルに、まず楽しさを味わわせるアメリ
カスタイルの良いところも取り入れて、一人でも多くの少年少女が、
日本で、そして世界で活躍する手助けをしていきたいです。

岡島 秀樹（おかじま ひでき）プロフィール
1975年12月25日生まれ（41歳） 京都府京都市出身
94–’
05)→北海道日本ハムファイターズ(’
06)→
◦東山高等学校→読売ジャイアンツ（’
ボストン・レッドソックス
（’
07–’
11)→福岡ソフトバンクホークス(’
12)→オークランド・ア
スレチックス(’
13)→福岡ソフトバンクホークス(’
14)→横浜DeNAベイスターズ(’
15)→
ボルチモア・オリオールズ（’
16）
◦NPB500試合登板、NPBオールスターゲーム出場3回、日米800
試合登板、MLBオールスターゲーム出場1回

いきいき広場（東京都新島村）
狭山市営上奥富運動公園野球場A・B面
（埼玉県狭山市）
ＲＯＯＭＳ
「第4会議室」
（東京都墨田区）

27日(日） 日本プロ野球OBクラブ杯（埼玉）
29日（火） 第3回 常務理事会
2日（金） 日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール

ウェスタ川越（埼玉県川越市）
一宮市平島公園野球場（愛知県一宮市）
三郷市立彦郷小学校
（埼玉県三郷市）
鴨池市民球場（鹿児島県鹿児島市）
玉名カントリークラブ
（熊本県玉名市）
墨田区総合体育館「Ｃ」
（東京都墨田区）
関西大学千里山キャンパス
（大阪府吹田市）
ダイハツ九州スタジアムほか（大分県）
松戸市立第一中学校ほか
（千葉県松戸市）

会員情報

日本体育大学 健志台キャンパス
（神奈川県横浜市）
鷹の巣ゴルフクラブ
（広島県廿日市市）
愛岐カントリークラブ
（岐阜県可児市）
神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）
瀬戸町総合運動公園野球場ほか
（岡山県）
ＪＡアグリあなんスタジアムほか
(徳島県阿南市 ）

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）

■新入会員一覧
氏

名

森 章剛
和田 一浩
平下 晃司
谷繁 元信
東 利夫
良川 昌美
吉本 文弘
黒田 博樹
橋本 啓
嶋田 哲也
伊藤 義弘
多村 仁志
佐伯 貴弘
八重樫 幸雄
吉竹 春樹
岡島 秀樹

■訃報
氏

村上
中山
香川
荒川
加藤
木下

2017年1月31日 現在

代表出身球団
中 日
中 日
オリックス
中 日
阪 神
近 鉄
横 浜
広 島
広 島
阪 神
ロッテ
横 浜
横 浜
ヤクルト
阪 神
巨 人

37
44
38
46
56
57
46
41
37
49
34
39
46
65
56
41

ポジション

外野手
外野手
外野手
捕 手
捕 手
投手、審判
内野手、審判
投 手
投 手
投手、審判
投 手
外野手
外野手、内野手
捕手、内・外野手
投手、外野手
投 手

謹んでお悔やみ申し上げます。
名

孝雄
稔丈
正人
博
初
隆

代表出身球団
広
中
近
大
巨
西

島
日
鉄
毎
人
鉄

逝去日

2016年1月8日
2016年10月24日
2016年11月3日
2016年12月4日
2016年12月11日
2017年1月5日

享年 生年
79
80
62
86
67
77

1936
1935
1954
1930
1949
1939

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
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