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日本代表の侍ジャパンにコーチとして3名のＯＢ会員が参加。帰国して間もないコーチ陣に今大会を振り返ってもらいました。

・プレッシャーを力に
チーム全体に日の丸を背負って戦うことへのプレッシャーが大きくあったと思います。そのプレッシャーが、やりが
い、責任感につながり、誇りを持ち戦うというスタイルに変わっていくことを体験しました。小久保裕紀監督は、重
圧、気苦労があるなかで全員への気配りを実践していました。帰国後、選手たちが口をそろえて「選手を尊重してく
れた監督を勝たせたかった」と言っていたことを知り、互いの信頼関係がとても嬉しかった。出場した選手、バック
アップに回ってくれた選手、スタッフの皆が一つになって各々が誇りを持ち取り組めたことがチームの結束を強く
したと思います。

・次期侍ジャパンに託す言葉
野球の魅力を大会を通して多くの人に伝えていってください。

・チームの皆へ
全員が一丸となって戦ってくれたことに感謝します。今シーズンの皆の活躍を願っています。

・無我夢中
今回一番良かったことは素晴らしいメンバーが集まってくれたことです。打線、守備、そして担当しました投手陣も
苦しい7・8・9回をよく投げて守ってくれました。試合中は勝ち負けを考えることができないくらい無我夢中で過ぎ
ていき、全ての試合がどう転ぶか分からない紙一重な状態でした。各国のチーム・選手たちは、いざ対峙してみると
ものすごい迫力で、ビデオや資料で事前に研究していたものが役に立たないくらいの実力がありました。終わって
みれば6戦勝利することができたのは信じられない気持ちです。

・次期侍ジャパンに託す言葉
まだ思い浮かびませんが、実際に対峙し得た今回の経験を伝えていきたいと思っています。

・チームの皆へ
精一杯戦ってくれました。ありがとう！

・手探りで挑んだ
コーチ経験がないなかで、自分は何から始めるべきか、常にどうすべきかを手探りでやってきました。今回の侍ジャ
パンは監督をはじめプロ野球での指導が未経験な方が多いなか、試行錯誤して挑んでいったチームだと思います。
WBSCプレミア12（2015年開催）での結果を受け、大きなバッシングを受けました。そこから監督とともに決意を
新たにしたことを覚えています。今大会で出た結果で世論を覆し、自分たちがやってきたことが正しかったと証明
できたと思います。

・次期侍ジャパンに託す言葉
日本野球界の将来を展望するときに欠かせない大会です。活躍を期待しています。

・チームの皆へ
感謝しかありません。ありがとう！

奈良原�浩さん
ヘッドコーチ

権藤�博さん
投手コーチ

仁志�敏久さん
内野守備・走塁コーチ

侍ジャパンで活躍するＯＢたち

2017World Baseball Classic

写真提供：NPBエンタープライズ



　ダイワハウス全国少年少女野球教室の開催が近

づいてきました！今年も同イベントを開催できますこ

と、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

　たくさんのOBの方々が全国で野球少年少女とふ

れあう一日となります。すべての方々にとって特別な

1日となるよう、事務局も準備を進めてまいります。

　ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

第23回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室
5月14日（日） 開 催 !

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 江差町 江差町民球場 9：00～12：00 150 小学1年生～中学3年生 江差町教育委員会
2 青森県 むつ市 むつ運動公園野球場 13：00～16：00 150 小学2年生～中学3年生 むつ市役所市民生部市民スポーツ課
3 岩手県 奥州市 水沢公園�野球場 12：30～15：30 250 小学1年生～6年生 奥州市スポーツ少年団

4 秋田県 三種町 ことおか中央公園
スカルパ野球場 9：00～12：00 140 小学3年生～中学3年生 三種町教育委員会

5 宮城県 多賀城市 多賀城中央公園野球場 13：00～16：00 300 小学1年生～中学3年生 多賀城市体育協会

6 山形県 山形市 きらやか銀行
硬式野球部グラウンド 13：00～16：00 山形地区野球連盟

7 福島県 須賀川市 いわせグリーン球場 12：00～15：00 300 中学1年生～3年生 須賀川硬式野球連盟
8 茨城県 古河市 古河市三和野球場 13：00～16：30 300 小学1年生～中学3年生 古河市役所�教育部�スポーツ振興課
9 栃木県 下野市 下野市別処山公園 13：00～16：00 300 小学1年生～中学3年生 下野市体育協会

10 群馬県 中之条町 中之条町総合グラウンド
野球場 10：00～13：00 200 小学2年生～6年生 吾妻郡少年野球連盟

11 埼玉県 川島町 川島町防災基地グラウンド 13：00～16：00 180 小学2年生～6年生 埼玉県スポーツ少年団西部ブロック野球部会

12-1 東京都① 葛飾区 奥戸総合スポーツセンター
野球場 10:30～13：00 250 小学5年生～6年生 葛飾区教育委員会

12-2 東京都② 練馬区 石神井松の風
文化公園少年野球場 13：00～16：00 120 小学3年生～6年生 練馬区軟式野球連盟

13 千葉県 野田市 野田市　福田運動場 9：00～12：00 300 小学5年生～6年生 東葛少年野球連盟

14 神奈川県 平塚市 バッティングパレス相石スタ
ジアムひらつか 13：00～16：00 550 小学1年生～6年生 平塚市少年野球連盟

15 山梨県 甲州市 甲州市塩山総合グラウンド 14：00～16：30 150 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 上田市 上田市丸子総合グラウンド 13：00～16：00 300 小学1年生～中学3年生 丸子早起野球連盟
17 新潟県 五泉市 五泉市営野球場 13：00～16：00 80 小学1年生～6年生 五泉市野球連盟�少年野球育成会
18 静岡県 菊川市 菊川運動公園�野球場 100 小学1年生～6年生 静岡県野球連盟�菊川支部
19 愛知県 名古屋市 パロマ瑞穂野球場 13：00～16：00 400 小学5年生～6年生 ジュニアベースボールリーグ愛知（JBLA)
20 岐阜県 各務原市 各務原市総合運動公園野球場 13：30～16：00 320 小学4年生～6年生 各務原市スポーツ少年団野球部会
21 三重県 菰野志 大羽根運動公園野球場 9：00～12：00 150 小学1年生～中学3年生 菰野町教育委員会

22 富山県 高岡市 高岡西部総合公園野球場
（ボールパーク高岡） 13：30～16：30 190 小学3年生～6年生 富山県軟式野球連盟高岡野球協会

23 石川県 能美市 能美市寺井野球場 13：00～16：00 200 小学1年生～6年生 石川県学童野球連盟�能美学童野球連盟
24 福井県 越前町 織田中央公園グラウンド 13：30～15：30 80 小学1年生～6年生 丹生郡軟式野球連盟
25 滋賀県 甲賀市 甲賀市水口スポーツの森野球場 13：30～16：30 150 小学3年生～中学3年生 滋賀県軟式野球連盟
26 京都府 精華町 精華町立山田荘小学校 13：00～16：00 300 小学1年生～6年生 南京都少年野球連盟
27 奈良県 桜井市 桜井市芝運動公園・運動場 9：00～12：30 250 小学4年生～中学3年生 桜井市軟式野球連盟
28 和歌山県 紀の川市 紀の川市粉河運動場 9：30～12：30 300 小学1年生～6年生 和歌山県軟式野球連盟�那賀支部�学童部
29 大阪府 大阪市 太子橋少年野球場 13：00～16：00 300 小学4年生～6年生 守口少年野球団
30 兵庫県 西脇市 黒田庄ふれあいスタジアム 13：00～16：00 300 小学3年生～6年生
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 雲南市 雲南市大東公園野球場 13：00～15：00 200 小学3年生～6年生 株式会社キラキラ雲南�雲南市大東公園市民体育館

33 岡山県 玉野市 玉野市民総合運動公園　
陸上競技場 9：00～13：00 170 小学1年生～6年生 玉野市野球スポーツ少年団連絡協議会

34 広島県 大竹市 大竹市晴海臨海公園野球場 12：30～16：00 450 小学3年生～6年生 広島県軟式野球連盟　西部地区
35 山口県 下関市 オーヴィジョンスタジアム下関 10：00～13：00 150 下関市観光交流部スポーツ振興課
36 香川県 綾川町 綾川町ふれあい公園野球場 13：00～16：00 180 小学1年生～6年生
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、徳島県軟式野球連盟
38 高知県 四万十町 四万十町窪川運動場野球場 13：30～15：30 200 中学1年生～3年生 四万十町立窪川中学校
39 愛媛県 西条市 丹原総合公園 13：00～16：00 150 小学3年生～中学3年生 愛媛県軟式野球連盟西条市

40 福岡県 小郡市 端間グラウンド（福童浄化
センターグラウンド） 13：30～16：00 100 小学3年生～中学3年生 小郡リトルシニア

41 佐賀県 小城市 牛津総合公園（アイル） 9：00～12：00 150 小学4年生～6年生 佐賀県軟式野球連盟

42 長崎県 長崎市 長崎市総合運動公園
かきどまり野球場 9：00～12：00 200 小学1年生～中学3年生 長崎市学童軟式野球協議会

43 熊本県 熊本市 浜線健康パーク
（田迎運動公園運動施設） 10：30～13：00 250 小学3年生～中学3年生 NPO法人熊本県野球協議会

44 大分県 宇佐市 平成の森公園野球場 12：30～15：30 400 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 川南町 川南町運動公園内野球場 13：00～16：00 250 小学1年生～6年生 川南町教育委員会�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 宮古島市 宮古島市民球場 13：00～16：00 300 小学5年生～中学3年生
※空欄部分：調整中、4月17日現在

2017年5月14日（日）　第23回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室　開催地一覧
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名　　称� 第23回　ダイワハウス全国少年少女野球教室

日　　時� 2017年5月14日（日）　※所要時間：約3時間

会　　場� 全国47都道府県48会場　

� ※道府県各1会場（東京都のみ2会場）

主　　催� 日本プロ野球ＯＢクラブ（公益社団法人全国野球振興会）

後　　援� スポーツ庁

特別協賛� 大和ハウス工業株式会社

協　　賛� �アサヒ飲料株式会社、ミズノ株式会社、ナガセケンコー株式会社、株式会社久保田運動具店、株式会社エポック社、アルク有限会社、

株式会社メガスポーツ(スポーツオーソリティ）、株式会社住ゴム産業、株式会社大森屋

特別協力� �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、一般財団法人�全日本野球協会、公益財団法人�日本野球連盟、

公益財団法人�全日本軟式野球連盟、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、公益財団法人�野球殿堂博物館

協　　力� 株式会社ベースボール・マガジン社、JSERA�日本スポーツ用品協同組合連合会、株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング、

� 四国アイランドリーグplus、一般社団法人�日本女子プロ野球機構、NPO法人�日本ティーボール協会、

� 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

参�加�者� 対象：小学1年生～中学3年生

� 人数：全国で約10,000人　※1会場：約100～500人

参�加�料� 無　料

派遣講師� �日本プロ野球ＯＢクラブのＯＢ会員（選手、審判、トレーナー他）

人数：全国で約400人　※1会場：4～15人

趣　　旨� �「100万人とキャッチボールを！」をテーマとし、将来を担うこどもたちに野球の魅力や楽しさを伝えるとともに心のふれあいができ

る場所を提供することにより、野球界の底辺拡大、野球を通じたスポーツの普及・振興及び青少年の健全育成を目指す

内　　容� �少年少女への技術指導及び指導者・保護者との交流

事�務�局� �日本プロ野球ＯＢクラブ（公益社団法人全国野球振興会）

〒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（平日9:30～17:30）　FAX：03-3626-8912

ホームページ　http://www.obclub.or.jp/

開催概要
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イベント予告

　日本プロ野球ＯＢクラブ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

ンプを下段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：西崎�幸広さん（元日

本ハム）、三井�浩二さん（元西武）、捕手部門：谷

内田�敦士さん（元巨人）、野手部門：小早川�毅彦

さん（元広島）、本間�満さん（元ソフトバンク）の

全５名です。

　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います！

2017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

2017 開催概要

●�開催日時　2017年8月8日(火)～8月10日(木）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　日本プロ野球ＯＢクラブ、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�

in�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

　　　　　　in�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

2017年8月8日(火)～8月10日(木)開催！

参加者募集中！
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S P E C I A L  I N T E R V I E W

高畠 康真さんの存在

　野球の原点、高校野球のことは頭の中にひ

そかにあったけど、そこに大きな影響を与え

てくれたのは、倉敷の大先輩でもある高畠康

真さん（元南海）。当時、プロ野球出身者が高

校野球の監督になるためには2年間の実務経

験が必要だった。そのために高畠さんは、教員

免許をとって、59歳で福岡の高校で教壇に立

たれた。その途中、来年、野球部に携わってい

こうという時に、夢目前、志半ばで亡くなられ

た。小学校が同じということもあって、高畠さ

んに何か惹かれるところがあった。高校野球

の指導者になるのだったら教員免許を取ろう

と思ったのは、高畠さんの存在があったから。

星槎大学通信制で教員免許取得

　OBクラブに相談したら、提携の話が進ん

でいた星槎大学を紹介された。そこからはと

んとん拍子で、星槎大学の通信制で、教員免

許（社会・公民）にチャレンジすることになっ

た。スクーリングのための学習センターは、近

くでは広島と大阪だったので、岡山にわざわ

ざ学習センターを作ってくださったし、僕が

プロ野球OBで第１号ということもあって、絶

対に卒業させる、と気を遣っていただいた。本

当にありがたかった。サポート体制は出来上

がっているから、今から入る人はやり易いと

思う。

一つの選択肢としての教員免許

　高卒で、正直、勉強したことがなかった人間

でも、こうして教員免許が取れたということ

を、何かのきっかけにしてもらったら嬉しい。

学生野球資格回復研修制度を受講することで

高校野球の監督はできる。それもいいと思う。

ただ、高校野球は教育の一環。若い人たちは、

現役を終えたら、教員免許取得を一つの選

択肢にしてもらいたい。仕事をしながらでも

チャレンジしてほしい。そこが通信制のいいと

ころ。

家族の支え

　最初、嫁さんは「勉強についていけるの？」

と半信半疑だった。娘にはレポートの書き方

を教わり、卒論の時は家族が資料集めを手

伝ってくれた。家族に支えられて卒業できた。

高校野球の指導者になるということを、家族

が全面協力してくれたのに、途中でやめるわ

けにはいかないというのもあった。星槎大学

のサポート、家族の協力は大きい。正直、自分

一人では難しかったと思う。

これからの人生

　この年齢で、教員免許を取ったということ

で、声をかけてもらっている学校はある。具体

的な話はこれから。僕が歩んできた人生とか、

プロ野球に入るために努力したことやそのな

かで学んだこと、経験したことを生徒に伝え

られる教員は全国を見てもそんなにいないと

思うので、僕はそんな先生になっていきたい。

中藤�義雄�プロフィール

1963年5月23日生まれ　岡山県倉敷市出身

岡山県立倉敷工業高校→プリンスホテル

→近鉄バファローズ（‘87-‘89）

中藤 義雄さん

　「高卒でもコツコツやれば卒業

できる、ということを証明できた。」

近鉄OBの中藤�義雄さん（53）が、3

月18日、星槎大学共生科学部（通信

制課程）を卒業されました。OBクラ

ブと星槎大学が提携を結んで6年。念

願の教員免許を取得した中藤さんに

今の気持ちを伺った。

なかとう　　　よしお

写真提供：星槎大学



MANAGEMENT REPORT
運営報告

公益社団法人全国野球振興会　平成29年度　　事 業 計 画 書 　　（期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日）

Ｈ29年度事業計画　※公益事業 種　別 概　�要 Ｈ29年実施内容

〔公1.1〕全国少年少女野球教室 自主事業
ＯＢ会員約400名を派遣し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14日（日）/48会場/
参加総数：�ＯＢ384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会 4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/
ＯＢ7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会員を派遣。野球部生徒・指導者を対
象とした技術講習会

当年度予定なし

〔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会員相互の勉強会。所定課題修了者へ指
導員登録証を発行

セミナー2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ＯＢ会員派遣 冬季/神宮室内/OB21人

〔公1.7〕社会貢献事業

自主事業
①夢・未来応援プロジェクトブルペン
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会員が直接応じ、職業紹介や自身の経験を語る

通年/4回/OB4人

自主事業
受託事業

②障がい者関連事業
障がい者団体と連携したスポーツ教室の実施
障がい者の雇用機会創出支援活動（エコボール活動）

通年/3回/OB6人

自主事業
受託事業

③チャリティ事業・災害等復興支援活動
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）

必要に応じて実施

〔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/OB40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/ＯＢ3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、幼児期のこ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10会場/
OB10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

当年度予定なし

〔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会員を派遣 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 徳島県阿南市/ＯＢ40人

〔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会員を派遣。地元チームとの対戦、野球教室を実施 通年/8会場/OB128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会員を中心とした野球教
室を同時に開催の場合もあり

通年/16会場/OB36人

Ｈ29年度事業計画　※収益・共益事業 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（※当年度予定なし）

〔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、当法人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。ＯＢ会員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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（単位：円）

平 成 2 9 年 度 収 支 予 算
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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 96,788,322 93,239,690 27,761,487 217,789,499

経常費用　計 136,026,588 49,408,835 29,480,257 214,915,680

当期経常増減額 ▲39,238,266 43,830,855 ▲1,718,770 2,873,819

他会計振替 34,238,266 ▲34,238,266 0

法人税など 5,673,200 5,673,200

正味財産増減額 ▲5,000,000 3,919,389 ▲1,718,770 ▲2,799,381

INFORMATION
● 総会のご案内

● 「ファンミーティング（仮称）」初開催に向け準備中です

　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」のご提出をお

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。また、同日に都道府県代表幹事会を開催します。

　OBクラブでは、賛助会員の皆さまのサポートに応えるために、賛

助会員の皆さまだけを対象にした「ファンミーティング（仮称）」を、

今年のオフシーズンに開催することになりました。賛助会員の皆さ

まとOBが交流を深めるイベントとして、東京・大阪で開催します。

開催場所は東京では野球殿堂博物館、大阪では甲子園歴史館が候

補に挙がっています。「ファンミーティング（仮称）」の具体的な内容

は、次の会報誌でお伝えしますので、お楽しみにお待ちください。

　また、来年7月に大阪で10年ぶりに「感謝の集い」を開催する

ことになったことと、申し訳ありませんが「ファンミーティング（仮

称）」開催に伴い「感謝の集い」を今年は開催しないことになりまし

たことをご報告いたします。

��　日　時　：　平成29年６月21日（水）
��　会　場　：　東京都内

● 2016年度・義援金収支報告書

※�2017年度の使途につきましては「社会貢献事業、ＯＢクラブ杯事業」で活用

していくことを３月15日開催の理事会において承認・可決されましたこと

をご報告いたします。

2016年４月１日　残�高� ¥�197,608

収�入�

10月31日� 第23回関東地区チャリティーゴルフコンペ� 720,000

11月21日� 第17回九州地区チャリティーゴルフコンペ� 198,000

12月８日� 第11回関西地区チャリティーゴルフコンペ� 333,500

12月13日� 第５回中国・四国地区チャリティーゴルフコンペ� 337,000

12月15日� 第５回東海地区チャリティーゴルフコンペ� 442,000

� 収入計� ¥�2,030,500

支�出� �

� 広島双葉ライオンズクラブ� 442,000

� 名古屋市軟式野球スポーツ少年団� 112,000

� 多治見市軟式野球連盟� 50,000

� 可児市スポーツ少年団� 50,000

� 支出計� ¥�654,000

� 残�高（2017年４月１日現在）� ¥�1,574,108
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　日本中に野球というスポーツを通して「夢と

感動」を与えてくれた2017World� Baseball�

Classic日本代表の監督・コーチ・選手・スタッ

フの皆さん、本当にお疲れさまでした。

　今大会にはアメリカ代表は全員が、そして強

豪国にもメジャーリーガーが参戦し、かつてな

い高レベルの戦いが予選グループから繰りひ

ろげられました。

　一挙手一投足、一つもミスが許されないゲー

ム展開のなかプレーした侍ジャパンの選手

たちは、精神的にも肉体的にも極限状態で試

合に挑んでいることがテレビの画面からも伝

わってきました。

　これまでにない各国の真剣な取り組み方を知

らずに、年頭に軽々しく侍ジャパンに優勝奪還

をお願いした自分を恥ずかしく思っております。

　強豪チームひしめくなか、決勝ラウンドまで

進出。全選手メジャーリーガーが参戦したベー

スボール発祥の地アメリカと、僅差で敗れた準

決勝。

　実力が同等であれば勝負の行方は「ボール

の転がり一つが勝利の女神の気まぐれ」という

形となってしまいましたが、World� Baseball�

Classic４大会すべて決勝ラウンドに進出し

たことは日本の野球が世界に誇れることを物

語っています。

　決勝ラウンド開催はアメリカ国内。侍ジャパ

ンはアウェーで戦うことになりました。人工芝・

ドーム球場が多い日本と天然芝・野外球場に回

帰したアメリカ。一つ提言するとしたら、地の

利を活かすためにも、ぜひ日本での決勝ラウン

ド開催を切望します。

　さて、前置きが随分と長くなってしまいまし

た。

　日本国内では３月31日から2017年のペ

ナントレースが開幕。ＯＢ会員の皆さまは所属

されていたチーム、賛助会員の皆さまは贔屓

チームの勝敗が気になる一年がスタートしま

した。

　今年も、プロ野球ファンを熱狂させる好ゲー

ムを各球団に期待し、2020年に向け野球熱を

さらにあげてくれることを祈念します。

理事長あいさつ

日本プロ野球OBクラブ

（公益社団法人全国野球振興会）

理事長　八木澤 荘六



学生野球資格回復研修制度
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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 ※2対象価格 割引率 備考
鉄骨一般住宅 請負金額 本体価格 ３%

※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

【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 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。

　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。

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

　野球殿堂博物館による野球殿堂入り顕彰者を対象として「学生野球資

格回復研修特例」を新しく実施することになりました。特例として3日間

の研修受講を免除し、ＮＰＢプロ研修特例は教材閲覧のほかに面談、学生

野球研修特例は学生野球資格に関係する教材を一読しレポートの提出と

なります。

学生野球資格回復研修制度「学生野球資格回復研修特例」がスタートしました！

阿井英二郎 宇高伸次 木村雄太 進藤実 中田亮二 深澤恵雄 宮田和希 山村達也

相沢晋 内村賢介 久米勇紀 鈴木貴志 中野達也 深谷亮司 宮本慎也 山本斉

相澤寿聡 梅田尚通 黒滝将人 鈴木皖武 中山慎也 福島孝二 ミランダフェルナンデスラファエル 弓長起浩

相原和友 江尻慎太郎 河野大樹 鈴木康友 西川雅人 舟木幸広 村上眞一 吉田修司

青松慶侑 大島郁将 小林太志 曽田康二 西川純司 細見和史 森章剛 吉田浩

安斉雄虎 大場達也 金剛弘樹 高江洲拓哉 西山秀二 細山田武史 森本稀哲 吉竹春樹

池谷公二郎 大原淳也 斉藤和巳 高橋忠一 野原祐也 前川恭兵 八重樫幸雄 吉永幸一郎

池田重喜 岡本光 齊藤明雄 立川隆史 橋口敏英 増渕竜義 谷内田敦士 吉村将生

池野昌之 沖泰司 斉藤貢 田中大輔 橋口美利 又野知弥 柳田聖人 米正秀

石本豊 小椋真介 佐伯秀喜 田中富生 橋本将 松井淳 山内壮馬 羅本新二

石山一秀 小田義人 佐伯貴弘 多村仁 長谷川達栄 松坂健太 山川猛 乱橋幸仁

市原圭 小田幸平 阪口哲也 寺田龍平 畠中透 松下一郎 山口弘佑 渡辺俊介

伊藤義弘 小野仁 坂元弥太郎 堂園喜義 服部泰卓 松谷竜二郎 山口嵩之 渡邊雄貴

井上弘昭 加藤正志 佐々木修 鳥原公二 浜本龍治 松永浩典 山崎貴弘

井上公志 川口盛外 澤田剛 内藤久 林博康 峯本達雄 山下大輔

猪原利裕 川島堅 柴田�健斗 中尾孝義 林崎遼 三宅成幸 山下峻

植松優友 川本良平 庄田隆弘 中崎雄太 美口博 宮﨑充登 山田憲

2016年度学生野球資格回復研修制度　研修会修了者一覧
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■エコボール活動

　京都府・小倉駅から徒歩3分。宇治小倉マンションの一室にNPO法人

就労ネットうじ「みっくすはあつ」があります。工房内では障がい者の皆さ

んと、野球関係者そして地域との絆を結ぶ“エコボール”が作られていま

す。八木澤理事長が活動見学に伺いました。大きな針で手際よく硬い革に

糸を通しボールを修繕する利用者の皆さんの姿に理事長は「一つ一つが

大変根気がいる作業。私たちも学生時代にやったが、もともと糸が通って

いないところを縫ったことはない」と驚き、「本当に見事。これならまだ十

分使える」と太鼓判。その言葉を聞いた利用者の皆さんはとても喜んでい

ました。当会はエコボール活動のオフィシャル・サポーターとして、今後

もこの活動に関わっていきます。

■甲子園

　春のセンバツ高校野球が行われている甲子園。日本高等学校野球連盟

八田�英二会長を表敬訪問しました。そしてこの日は理事長の母校・作新

学院とロッテ監督時に選手だった小林昭則さん率いる帝京第五の対戦を

観戦しました。両校の監督に挨拶した後、試合が始まりアルプスに顔を出

すと作新学院野球部の関係者の皆さんが次々に理事長へ挨拶。「私はも

う化石だよ」という理事長の言葉とは裏腹に、「あー八木澤さんだ！」「八

木澤さんはレジェンドだよ」と多くの方との会話を楽しみました。

　関西訪問の二日間を終えて理事長は「やっぱり、野球はすごいね」と笑

顔を見せ、「みっくすはあつ」利用者の皆さんが作ってくれたお菓子を食

べながら帰京しました。

八木澤理事長の関西訪問記

　今回で9年目を迎えた東京ベースボール

スクールも、2月17日（金）に最終回を迎え

第9期25名の生徒が卒業しました。

　指導者は屋鋪�要さん（元巨人）が9年連

続指導にあたった他、下記の皆さんが指導

しました。本年度は本スクール卒団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団生にお集まり

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。これから第10回スクール開催に向けてスケ

ジュール調整などを行ってまいります。

・日　　時：�2016年12月2日（金）～2017年2月17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・�前田�幸長さん（元巨人）、藤田�太陽さん（元阪神）

� 野手部門・�屋鋪�要さん（元巨人）、副島�孔太さん（元ヤクルト）

� メンタル部門・武野�顕吾さん（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　3月4日（土）、札幌ドーム会議室にて、ベースボール・コーチング・セミ

ナーが開催されました。

　全て座学で行われ、メンタルトレーニング講座にも大きな関心が寄せ

られていました。

・主　　催：日本プロ野球ＯＢクラブ(公益社団法人全国野球振興会）

・特別協賛：大和ハウス工業株式会社

・指導講師:�石毛�宏典さん（元西武）、佐藤�洋さん（元巨人）、武野�顕吾さん（元横浜）

ベースボール・コーチング・セミナー開催!





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
　日本プロ野球OBクラブ
「OB NEWS Vol.73 プレゼント」係

岡島�秀樹�さん 金本�知憲�さん 佐々岡�真司�さん

弘田�澄男�さん 西本�聖�さん 石毛�宏典�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

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.32

沢村栄治投手 1937年春季MVP表彰状
　2017年2月1日、プロ野球草創

期の大投手、沢村栄治氏が誕生して

100周年を迎えました。これを記念

して沢村投手の生誕地、三重県伊勢

市の観光文化会館では記念展が開催

（3/20～26）され、当博物館からは

沢村投手のサインが書かれた1937

年の東京巨人サインボール等を出品

しました。

　今回ご紹介するのは、沢村栄治投

手と1937年春のシーズンに同投手

が受賞した、最高殊勲選手賞の表彰

状です。

　沢村投手は、京都商で1934年の第

20回全国中等学校優勝野球大会（現

在の夏の甲子園大会）に出場、1回戦

で鳥取一中に1－3で敗れました。そ

の後同校を中退し、同年秋の日米野

球に出場する全日本チームに加わり

ました。11月20日の静岡草薙球場

での試合では、大リーグ選抜のベー

ブ・ルースやルー・ゲーリッグらから

4連続奪三振の力投を見せ（0－1で

惜敗）、日本を代表する投手となりま

す。日米野球終了後、全日本チームを

中心に大日本東京野球倶楽部（現在

の読売ジャイアンツ）が誕生、1936

年には7球団により日本職業野球連

盟が創立され、公式戦がスタートしま

した。沢村投手は巨人のエースとして

活躍、1936年のタイガースとの年度

優勝決定戦では3連投で巨人を初優

勝に導きました。

　1937年は春、秋の2シーズン制で

行われました。春はチームの56試合

のうち30試合に登板、先発した24試

合すべてに完投し、うち完封7、24勝

4敗1分け、196奪三振、防御率0.81

で勝利、奪三振、防御率のリーグ最高

を記録しました。このシーズンから始

まった最高殊勲選手賞の受賞第1号

となり、授与されたのがこの表彰状で

す。当博物館開館時にご遺族より寄贈

されました。

　それからわずか半年後の1938年

1月には召集され、1940年6月に2

年半のブランクを経て復帰、7月には

自身3度目のノーヒットノーランを達

成しました。翌1941年秋に再度召

集、1943年1月に戦地から帰国し、

主将としてチームに復帰しました。し

かし「昔日の快速球投手の面影はな

く」（東京読売巨人軍五十年史）、この

年が最後のシーズンとなりました。

　通算5年間のプロ野球選手生活で

105試合、765回1/3を投げ、63勝

22敗、554奪三振、防御率1.74の成

績を残しました。

　1944年秋に3度目の召集。12月

2日、屋久島西方の東シナ海で、フィ

リピンに向かう沢村氏らを乗せた輸

送船が米潜水艦の攻撃により撃沈

され、27歳の若さで戦死しました。

1934年の日米野球最終戦（12月1

日、宇都宮）翌日から、ちょうど10年

後のことでした。

学芸員　関口�貴広

公
益
財
団
法
人

野
球
殿
堂
博
物
館
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日本プロ野球OBクラブ
（公益社団法人全国野球振興会）

2017年 1月〜 3月

三浦�大輔（みうら�だいすけ）�プロフィール

1973年12月25日生まれ（43歳）奈良県橿原市出身

◦�高田商業高等学校→横浜大洋ホエールズ→横浜ベイスターズ→�
横浜DeNAベイスターズ（’92–’16）

◦�最高勝率、最優秀防御率、最多奪三振、月間MVP4回、優秀JCB・
MEP賞、ゴールデンスピリット賞、スピードアップ賞2回、「ジョージ
ア魂」賞、オールスターゲーム優秀選手賞2回、オールスターゲー
ムベストピッチャー賞、オールスターゲームSANYO賞、功労賞、
オールスターゲーム出場6回、ギネス世界認定（投手安打最多連続
年数記録）

■新入会員一覧 2017年4月10日�現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
髙橋　塁 横　浜 39 トレーナー

廣瀬　純 広　島 38 外野手

三浦　大輔 横　浜 43 投　手

松井　隆昌 広　島 50 捕　手

建山　義紀 日本ハム 41 投　手

吉川　元浩 ソフトバンク 37 投・内野・外野手

■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
真鍋　安政 巨　人 2016年11月5日 68 1948

北畑　利雄 国　鉄 2016年11月12日 83 1933

藤池　昇龍 日本ハム 2017年２月19日 63 1953

西　三雄 太平洋 2017年４月５日 78 1938

　ファンの皆様からいつも力強い応

援をいただき25年間現役生活を送

ることが出来ました。

　引退の時には横浜の街をあげて

送り出していただき、本当に幸せな

時間でした。

　どんな時も常に三浦大輔を支えてくださっていたのはファ

ンの皆様でした。

　生涯感謝の心を忘れません。

　これからもっともっと皆様に野球を楽しんでいただけるよ

うに日本プロ野球OBクラブの一員として野球教室や社会貢

献活動を通して夢を持つことの大切さ、仲間との絆などを伝え

ていければと思います。

ⒸS.Yamagishi

活動報告 会員情報
三浦 大輔 さんが入会しました

ようこそＯＢクラブへ！

日にち 行�事�名（事�業�名） 場　所

1
月

6日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール④

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

13日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール⑤

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

19日（木） 第1回コンプライアンス委員会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

19日（木） 野球事業推進拡大合同委員会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

20日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール⑥

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

22日（日） 野球指導者講習会（ＢＣＣ)
国立オリンピック記念青少年
総合センター（東京都渋谷区）

26日（木）
内外情勢調査会�厚木県央支部�
講演会

レンブランドホテル厚木
（神奈川県厚木市）

27日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール⑦

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

27日（金） 近畿地区ブロック会議
梅田スカイビル・タワーウエスト
（大阪府大阪市）

29日（日）
全国アマチュア野球指導者講習会
（東海）

新日鐵住金東海REX室内練習場
（愛知県東海市）

2
月

3日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール⑧

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

5日（日） 東村山商店街　盛上げイベント
東村山商店街
（埼玉県東村山市）

7日（火） 野球事業推進小委員会
ＯＢクラブ
（東京都墨田区）

8日（水） 第2回財務委員会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

10日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール⑨

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

11日（土）ＪＡ共済少年野球教室
桜島溶岩グラウンド
（鹿児島県鹿児島市）

17日（金）
日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール⑩

明治神宮室内球技場
（東京都新宿区）

28日（火）
信濃グランセローズ　
設立10周年記念親睦パーティー

ホテル国際21
（長野県長野市）

3
月

1日（水） 第3回財務委員会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

4日（土）
全国アマチュア野球指導者講習会
（北海道）

札幌ドーム　会議室
（北海道札幌市）

5日（日）
日本野球連盟北海道地区連盟
評議員会・懇親会

ホテルノースシティ
（北海道札幌市）

8日（水） 第4回常務理事会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

10日（金）
NPO法人北海道野球協議会
理事会・総会

ポールスター札幌
（北海道札幌市）

15日（水） 第5回理事会
ＫＦＣホール
（東京都墨田区）

25日（土）

26日（日）
日本プロ野球OBクラブ杯（栃木）

栃木県営総合グラウンド
（栃木県宇都宮市）
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