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PICKUP NEWS
注目の話題

　5月14日（日）、全国47都道府県48会場で

第23回ダイワハウス全国少年少女野球教室を

開催いたしました。

　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、開催し

ております。本年度も大和ハウス工業株式会社

様の特別協賛を得て、全国で9,077人の子ど

もたちが参加、370名のプロ野球OBが指導にあたりました。

　雨天のため屋内施設での開催となった会場も数か所ありましたが、開

催地の皆さまのご協力のもと、プロ野球OBが各会場の状況に応じて様々

な工夫を凝らし、指導を行いました。

　受講者だけではなく指導者の方々も、日ごろ疑問に思っていることが

解消されるなど、ご自身のご指導につながるような収穫はありましたで

しょうか。プロ野球OBが培ってきた経験や技術を伝えることが、指導者

の皆さまの糧になっていましたら、こんなに嬉しいことはありません。そ

れが未来を担う野球少年・少女に還元されていくのだと思います。

　将来を担う子どもたちが、本教室をきっかけに野球をさらに好きにな

り、心身ともに健やかに成長することを私たちOB一同は心から願ってい

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。

　全国の会場で楽しい野球教室が行われたことと思います。たくさんの

野球少年・少女にとって、忘れられない1日になっていたら嬉しいです。

　第23回の開催を終え、参加児童ののべ人数は255,131名となりまし

た。事業のキャッチフレーズで

ある「100万人のこどもたちと

キャッチボールを！」に、また1

歩前進です。100万人までは

あと744,869名。まだまだ遠

く及びませんが、これからも日

本プロ野球OBクラブは野球

少年・少女の夢を応援していき

ます。
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第23回ダイワハウス
全国少年少女野球教室を開催しました

5月14日（日）



EVENT NOTICE
イベント予告

チャリティーゴルフコンペ
　日頃から当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さまを含

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」を下記5会場にて開催

します。

　当日開催する「チャリティーホール」

「チャリティーオークション」の収益金は、

野球振興、スポーツ振興に活用させていた

だきます。

　OB会員、賛助会員さまをはじめ、どなた

でも参加可能です。なお賛助会員の方に限

りパーティーやオークションのみでもご参

加いただけます（有料）。

　お申込みは同会報誌に同封の「申込書」

に必要事項をご記入の上、当クラブまでお

願いいたします。

第12回 関西地区 第6回 東海地区 第24回 関東地区 第18回 九州地区 第6回 中国・四国地区

日 程 11月16日（木） 11月21日（火） 11月27日（月） 12月5日（火） 12月12日（火）

会 場

三田レークサイド
カントリークラブ
（27H：北摂、東播、清水）

〒669-1349
兵庫県三田市大川瀬1461

TEL：079-568-1391

中国自動車道
・吉川ICより10km
（約14分）

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

中央自動車道
・多治見ICより6km
（約8分）

レイクウッド
総成カントリークラブ
（27H、西、東、南）

〒286-0827　
千葉県成田市西和泉729

TEL：0476-36-1556

東関東自動車道
・成田ICより5km
（約5分）

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

九州自動車道
・菊水ICより7km
（約10分）

鷹の巣ゴルフクラブ
（18H、OUT、IN）
 
〒738-0204　
広島県廿日市市河津原
137-2

TEL：0829-74-3111

広島岩国道路
・廿日市ICより15km
（約20分）

会費

賛助会員：22,000円

一　　般：25,000円

賛助会員：22,000円

一　　般：25,000円

賛助会員：22,000円

一　　般：25,000円

賛助会員：18,500円

一　　般：19,500円

賛助会員：18,500円

一　　般：19,500円

プレー費、  乗用カート費、  キャディ費（中国・四国地区除く）、  昼食費、  パーティー費、  賞品費、  諸税を含む

締切 10月16日（月） 10月20日（金） 10月27日（金） 11月6日（月） 11月13日（月）

募 集
人 数 100名・25組 100名・25組 200名・50組 60名・15組 140名・35組

チャリ
ティー

チャリティーホールを実施
チャリティーオークションを実施

九州地区

東海地区

関東地区

関西地区

中国・四国地区

　高校進学後も硬式野球部に入部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10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：��2017年12月1日・8日・15日・22日�

2018年1月12日・19日・26日、2月2日・9日・16日�

※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入部予定の中学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

・お問合せ：�株式会社ベースボールコミュニケーション�

TEL:03-5858-8333

日本プロ野球ＯＢクラブ
東京ベースボールスクール

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

102人の部員と寮生活

　部員102名が全員寮生活、新入生の顔と名

前は全部覚えましたよ。朝起きたら、三保の海

岸を毎日掃除する。高校野球は地域貢献。地域

の人から応援されて、自分たちはその思いを

受け取ってエネルギーに変える。そういうこ

とでないと高校野球は成り立たない。常に気

を配れることや観察力が調整力につながる。

しつこく言わないと解らない年代なので、根気

強くです。厳しく言い続けたら彼らは自分たち

の変化に自分たちで気が付いた。新チームで

は私生活から指導を徹底して、結果的に今春

の高校野球静岡県大会で優勝できたのは自分

にとっても彼らにとっても大きかった。

体は有限でも頭は無限

　野球選手は引退した時に自分には何ができ

るか生き方を模索する。僕のスタンスはとに

かくやってみようを大事にしようと。大学に

行ったきっかけも、子どもたちを教えるのに感

覚だけで教えていたら非常に申し訳ない。い

ろんな知識がある中で、感覚との整合性が知

識に基づいたものなのか、もう少しわかりや

すく工夫した言い方はないのかと、いつも思っ

ていたんですよ。

　早稲田大学のeスクールには3つの学科が

あって、1つのコースだけ教員免許が取れる。

でもその時は教員免許を視野に入れていなく

て、自分がやってきた体を動かすこと、人間の

体のことを知りたいなと思っていたので教員

免許が取れない健康福祉科学科に決めまし

た。いろいろ専門科目を履修していたら面白く

なって、せっかく卒業するなら教員免許をどう

にか取れないかと大学に何度か問い合わせま

した。そうしたら、教育実習の実習校を自分で

探せば可能だと聞いたので5年かけて履修し

て情報科の教員免許を取って卒業したんです

よ。保健体育の教員免許はOBクラブの野球教

室で星槎大学を知って、足りない科目だけを

履修して非常に面白い時間を過ごせました。

現在の学校からご縁がありお声掛けしていた

だいたタイミングが保健体育の免許が取れた

時期でした。引退後に貴重な時間を過ごせた

から今の自分があるのかなと思います。

頂点を目指して

　高校野球は技術も大事ですけど、それだけで

はないとすぐにわかりました。教員免許を取っ

て、現場で野球指導をするのは非常に大事なこ

と。先生として現場に入ってみて、学校生活が、

寮生活も含めて、生徒にとってはすべてが大事

な青春の時間。必要なもの、備わってなければ

いけないもの、を彼らに伝える。そこが欠ける

と高校野球って駄目だと思うのです。プロでも

やるせない事はいっぱいあって自分もプロの

頃はベンチにいることが多かったので控えの

子の気持ちがよくわかる。希望を星につなげる

ことが非常に大切だと思っています。勝負がつ

くまで自分でも努力して、愚痴は言わない。あ

とは仲間に託す。それが理想。全員野球で、一試

合の中でドラマがある方が彼らにとってもやり

がいがある。スタンドの思いをグランドに伝え

皆で戦う。夏の大会は心のコントロールにいろ

いろ苦労するし甘くはないけれど、気の充実が

できれば夏も優勝を狙えると思うし、今年の夏

は甲子園に行きたいという思いが強い。

原　俊介 プロフィール

1977年8月30日  神奈川県秦野市出身

東海大付属相模高校→巨人（‘96-‘06）

原 俊介さん

昨年4月から東海大学付属静岡翔洋

高等学校に赴任し、硬式野球部の指

揮を執る原俊介さん（元巨人）は野球

部員と昼夜をともにし、今春の高校

野球静岡県大会を制した。引退後に

大学に進学した訳、高校野球指導現

場についてうかがった。

はら　� �しゅんすけ



ご協力いつもありがとうございます
日本プロ野球OBクラブ　賛助会員名簿 （敬省略　五十音順）

株式会社ＭＡパートナーズ

大貴土地株式会社

オリオンビール株式会社

株式会社サン工房

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

株式会社セル

有限会社センタースポーツ

全日本健康スローピッチソフトボール連盟

高橋建設株式会社

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

中井エンジニアリング株式会社

新潟綜合警備保障株式会社

株式会社日本テクノウェア

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

ヘッジファンド証券株式会社

株式会社北斗システム

松本車体整備株式会社

守口少年野球団

野球のまち阿南推進協議会

ロイヤル不動産株式会社

株式会社6月の森

昱株式会社 SOMPOケアネクスト株式会社

株式会社大運 早川繊維工業株式会社

医療法人ヒポクラテス竹村内科腎クリニック 株式会社山田林業

株式会社ユニワールド 株式会社横浜スタジアム

学校法人吉用学園

掲載許諾をいただいた方を掲載しています。

法人会員

特別賛助会員

青木　久男 中尾　正幹

秋庭　則男 中島　裕美子

荒井　正人 中谷　勉

荒田　正治 中西　正一

安　度栄 長野　正毅

石田　綾子 永峯　秀幸

市川　正昭 中山　郁生

岩瀬　弘忠 野中　剛

植頭　隆道 畑中　耕一

上野　昇 樋口　健

潮田　昌憲 平松　太

瓜田　和芳 広瀬　茂

江東　久 藤本　勝也

大槻　進 不破　良雄

岡　功 本田　宏幸

奥平　興秀 前田　みどり

落合　潔 真崎　庸一郎

落合　敏男 増田　啓子

貝塚　文彦 松井　伸輔

菊地　宏昭 三浦　正

日下部�士 松岡　匡

越渡　和孝 皆川　和浩

後藤　壽一 峯野　壽之

五戸　三男 森　秋一

佐伯　宣和 森岡　利江

斉藤　修平 森田　明日香

佐々木　隆 森田　康平

佐々木　永紀 森田　仁美

佐藤　吉昭 柳沼　正男

清水　康弘 山川　寛子

高沢　尚 山本　茂

田上　重之 山本　知孝

田中　孝男 山本　由美

田邊　孝雄 吉田　治夫

遠山　栄一郎 吉弘　隆

永井　幸治 若林　太郎

永井　良 渡辺　弥生

個人会員
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学生野球資格回復研修制度

　野球殿堂入りした野球殿堂

顕彰者を対象とした「学生野球

資格回復研修特例」が5月31日

（水）、野球殿堂博物館と東京

ドームホテルで初めて行われ

ました。8名の方が参加し、当ク

ラブからは中西�太さん、平松

政次さん、山田久志さん、村田

兆治さん、東尾�修さん、佐々木

主浩さんが受講しました。研修特例ではプロアマの歴史、新人獲得ルール、高校

生の体とケガ予防、指導者の役割などの講習が行われました。高校生の体とケガ

予防の講習では質問も多く出て、野球殿堂入り顕彰者の皆さんは「勉強になった」

と感心しきりでした。

学生野球資格回復研修特例

　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。

　8月21日から当会のＨＰにて受付を開始いたします。期限内にお

申込みください。

日本野球機構（コミッショナー事務局）　
日本プロ野球OBクラブ（全国野球振興会）　
日本プロ野球選手会

開催日： 12月9日（土）・10日(日）東京
12月16日（土）・17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： 12月8日（金）東京

12月15日（金）大阪　　　

1日間（5時間程度）

プロ研修会受講Step. 1

2017年度学生野球資格回復研修制度実施予定

寄付金目録が野球殿堂博物館へ手渡されました。

左から佐々木主浩さん、北別府学さん、東尾修さん、野球殿堂博物館熊﨑勝彦理事長、中西太さん、村田兆治さん、山田久志さん、平松政次さん、古田敦也さん
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EVENT REPORT
イベント報告

さいたま市障害者スポーツ・レクリエーション教室
「さいたま市エンジョイ野球教室」

スポーツフェア

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
4＆5月開催報告
　2017年度ＯＢクラブ杯が大槌学園中等部優

勝の岩手県より開幕しました。茨城県大会は決

勝戦で笠間市立岩間中学校が城ノ内中学校と2-1の接戦に勝利し

優勝。鳥取県大会は倉吉東中学校が初優勝、昨年度の覇者河北中

学校は健闘するも3位となりました。

■ 大会結果
会 場 開催日 優勝校 準優勝校 ３位校

岩 手
（第6回）

4/29、30日 大槌学園 福　岡
胆　沢

水　沢

茨 城
（第4回）

5/14、27日 岩　間 城ノ内
勝田第三

潮来第一

鳥 取
（第7回）

5/20、21日 倉吉東 岩　美
桜ヶ丘

河　北 鳥取県大会優勝　倉吉東中学校

　今年で11年連続の協力となる障がい者スポーツ教室（主催：さいたま
市）が6月18日（日）に浦和総合運動場軟式球場にて開催され、当会から
鈴木健さん、原口哲也さん（ともに元西武）が講師として参加しました。
　開催当日は梅雨の時期ということで、あいにくの曇り空となりました
が、心配されていた雨は降らず、キャッチボールやノック、ロングティー、
２つにチームを分けての試合などで大いに盛り上がり、この教室のス
ローガンである「レッツエンジョイ」の言葉通りに、参加者全員が野球を

心から楽しみながらプレーされていました。
　また、本年は例年の土曜日開催ではなく、日曜日の開催となったため、
毎年参加していただいている方に加え、昨年までは仕事で参加できな
かったという方にも参加していただき、子どもから大人まで50名を超え
る多くの方に参加していただきました。
　講師のお二人と来年の約束をされていた方も多く、皆さまに楽しんで
いただけるような教室を来年度以降も行っていきたいと思います。

　本年もスポーツフェアを受託し、全国各地の会場で野球を通して皆さ
まとふれあう機会をいただきました。
　スポーツフェアは、宝くじの助成金をもとに開催されている事業です。
総勢24名のプロ野球OBが小中学生対象の野球教室と、地元社会人選抜
チームとの交流試合“ドリームゲーム”を行います。野球教室では、プロ野
球OBが長年のプロ生活で培った技術と経験を皆さまにお伝えし、ドリー
ムゲームでは、これぞプロ！という技術を存分にお見せします。
　皆さまのお近くにうかがった際は、是非会場に足をお運びいただけま
したら嬉しいです。

主　催：一般財団法人�自治総合センター、開催都道府県、開催市町村
企　画：株式会社�ぎょうせい
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MANAGEMENT REPORT
運営報告

■ 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8日（日）、11月6日（日）
会　　場：�全国47都道府県48会場（東京都のみ2

会場、熊本会場は11月に開催）
参加児童：9,659人（小学1年生～中学3年生）
派遣会員：392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29日（日）、3月4日（土）
会 場 数：��全国2ブロック2会場�

（�東海地区/愛知県東海市、北海道地区/北
海道札幌市）

参加対象�：�アマチュア野球指導者　170人�
（�東海地区129人、北海道地区41人）

派遣会員：7人（東海地区：4人、北海道地区：3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20日（金）～1月22日（日）
会　　場：�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）
参加対象：野球指導者約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、九州

地区：福岡県福岡市、近畿地区：
大阪府大阪市、東海地区：愛知
県名古屋市、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�：�48人
　指導員登録証取得者総数�：�319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26日（土）、12月9日（金）
　会 場 数：2会場（大阪府吹田市、東京都文京区）
　参加対象：プロ野球出身者178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25人
派遣会員：20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：9月18日（日）、11月15日（火）
　　会　　場：�ツインメッセ静岡（静岡県静岡市）、�

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18日（土）、11月2日（水）
　　会 場 数：�2会場（埼玉県さいたま市、埼玉県本庄市）
　　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〕
　　　�　東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県

気仙地区の中学校軟式野球専門部を対象にし
た野球教室等を行ってきたが、予定していた5
年間を経過し本年度は開催を見送った。

　　〔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（木）
　　　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：2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11日（日）
　　　会　　場：有楽町駅前広場（東京都千代田区）
　　　派遣会員：2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：11会場
　　参加対象：野球愛好者全般
　　派遣会員：25人
　②ベースボール・キャンプ事業（受託事業）
　　開 催 日：�8月8日（月）～8月10日（水）＝北海道�

12月23日（金）～12月25日（日）＝徳
島県

　　会　　場：�芦別市民球場、芦別市総合体育館�
（北海道芦別市）�
JAあぐりあなんスタジアム（徳島県阿南市）

　　参加対象：�小学3年生～小学6年生113人（北海道
芦別市）�
小学3年生～小学6年生39人（徳島県
阿南市）

　　派遣会員：�5人（北海道芦別市）、3人（徳島県阿南市）
　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：13会場（��和泉愛児学園/山梨県甲府市、

稲成保育園/和歌山県田辺市、
宮原保育所/和歌山県有田市、
そとはま保育所/和歌山県有田
市、箕島保育所/和歌山県有田
市、糸我保育所/和歌山県有田
市、日向保育所/和歌山県有田
市、古江見保育所/和歌山県有
田市、宮崎保育所/和歌山県有
田市、保田保育所/和歌山県有

田市、有田川総合運動公園/和
歌山県有田市、帖佐幼稚園/鹿
児島県姶良市、名瀬小学校体
育館/奄美市）

　　派遣会員：13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。

〔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：7会場
派遣会員：9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、当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（�東京都葛飾区、新潟県佐渡市、宮

崎県小林市、神奈川県秦野市、三
重県熊野市、秋田県秋田市、群馬
県太田市、青森県青森市、愛知県
一宮市、鹿児島県鹿児島市）

派遣会員：172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：�13大会（�岩手県、茨城県、鳥取県、群馬県、

福岡県、埼玉県、大分県、千葉県、
長崎県、宮崎県、熊本県、岡山県、
栃木県）

参加校数：202校
野球教室開催：6会場

〔収1.1〕　無体財産権使用事業
　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
　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
　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31日（月）、11月21日（月）、12月8日

（木）、12月13日（火）、12月15日（木）
　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、関西地区/兵庫
県川西市、東海地区/岐阜県可児
市、中国四国地区/広島県廿日市）

②感謝の集い
　開催日：12月6日（火）
　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

平成29年度 定時総会
　去る６月21日に定時総会が開催され、第１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29年６月21日（水）�15：04～15：35
2.　�会　場：�KFC�Hall&Rooms�国際ファッションセンター�2F

「２nd」　（東京都墨田区横網１-６-１）
3.　�議決権総数1,307
4.　�出席正会員数861名�

内　訳(正会員本人出席�51名、委任状出席�810名）
5.　�報告事項�●平成28年度・監査報告�●平成28年度・事業報告
6.　�議　案�

■第１号議案　�平成28年度（平成28年４月１日から平成29年
３月31日）決算承認の件　◇承認可決承

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

● 都道府県代表幹事会 ● 訃報：永射 保 氏 ●   役員異動状況報告
　総会と同日、日ごろ各都道府県におけ
るOBクラブの活動を支えてくださって
いる都道府県代表幹事が一堂に集まり、
幹事会が開催されました。
　当会の活動や今後のビジョンなどに
関して、活発な意見が交わされました。
　皆さまからいただいた意見を活かし、
よりよい活動につなげていきます。

　2010年より福岡県の副幹事、第9期（2012
年）からは福岡県代表幹事を務められた永射保
氏（元ダイエー）が2017年6月24日にご逝去さ
れました（享年63歳）。5月14日開催「第23回ダ
イワハウス全国少年少女野球教室」福岡県会場
では、事前準備・運営、当日は指導者として病を
押してグラウンドに立ちご指導いただきました。
最後まで当会幹事としての責務を果たして頂き
ました事に厚く御礼申し上げ、故人の功績に対
し心から敬意をもって哀悼の意を捧げます。

〔常務理事〕
　醍醐　猛男　　
　　　辞任（平成29年5月10日）　一身上の都合による
　　　※就任日：平成24年6月25日
　　　これまでのご支援とご厚情に心から御礼申し上げます

〔常務理事〕
　坂巻　豊　　
　　　選任（平成29年5月24日）　
　　　※平成24年6月25日付�理事就任

辞任報告

選任報告
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平成29年３月31日現在

貸 借 対 照 表 総 括 表
（単位：円）

資　産　の　部
科　　目 当年度 前年度 増　減

1 .流動資産
現 金 預 金 131,571,619 110,804,427 20,767,192

未 収 金 13,522,466 15,633,486 -2,111,020

前 払 金 420,518 420,518 0

貯 蔵 品 400,172 502,778 -102,606

立 替 金 187,609 90,400 97,209

未 収 消 費 税 等 0 17,900 -17,900

流動資産合計 146,102,384 127,469,509 18,632,875

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 5,498,307 4,605,995 892,312

全国少年少女野球教室積立 8,007,688 9,007,688 -1,000,000

指導者認定事業積立金 19,458,118 23,458,118 -4,000,000

公益目的事業資金 36,830,603 36,830,603 0

特定資産合計 69,794,716 73,902,404 -4,107,688

(3)その他固定資産
建 物 付 属 設 備 363,075 453,843 -90,768

ソ フ ト ウ ェ ア 143,252 196,971 -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 2,357,787 2,502,274 -144,487

固定資産合計 92,152,503 96,404,678 -4,252,175

資産合計 238,254,887 223,874,187 14,380,700

負　債　の　部
科　　目 当年度 前年度 増　減

1 .流動負債
未 払 金 2,348,890 2,621,418 -272,528

前 受 金 10,170,000 11,230,000 -1,060,000

講 師 預 り 金 242,088 247,091 -5,003

預 り 金 571,792 601,200 -29,408

賞 与 引 当 金 2,826,667 1,820,000 1,006,667

未 払 法 人 税 等 5,925,300 3,835,100 2,090,200

未 払 消 費 税 等 3,020,400 0 3,020,400

流動負債合計 25,105,137 20,354,809 4,750,328

2 .固定負債
退 職 給 付 引 当 金 3,273,231 3,575,540 -302,309

固定負債合計 3,273,231 3,575,540 -302,309

負債合計 28,378,368 23,930,349 4,448,019

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 209,876,519 199,943,838 9,932,681

（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） 66,521,485 70,326,864 -3,805,379

正味財産合計 209,876,519 199,943,838 9,932,681

負債及び正味財産合計 238,254,887 223,874,187 14,380,700
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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



EVENT REPORT
イベント報告

　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

19弾がこのほど発売されました。今回は「背番号外伝」と題しまして、2種

類以上の背番号を背負われた方々40名にご登場いただきました。

　1ボックスに直書き直筆サインカードを2

枚以上封入！　選手肖像部分にシルク印刷厚

盛り加工されたカードをはじめ、ブロンズ色

のペンを使用した直書き直筆サインもありま

す。さらには、ホロスペクトラ（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3枚封入のレギュラーカードを含

め、1ボックス計6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。プロ野球

史に触れ、その醍醐味をカードから感じ取っ

ていただける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クラブの公

式サイトをご覧ください！

　

� ・企画・制作：日本プロ野球OBクラブ

� ・発�売�元：株式会社エポック社

オフィシャルカード

トレカフェスタ

完全限定生産 「背番号外伝」 が発売されました！
日本プロ野球ＯＢクラブ

東京 2017　Summer

2017年の新商品紹介

　毎年、夏と冬に実施しています、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

ショーが右記日程にて開催されました。

　今回は、現役引退間もない岡島秀樹さんと多

村仁志さんにトークショー、サイン会及び撮影

会へ出演していただきました。

　岡島さんはメジャー経験を含む日米通算21

年の野球人生をエピソードなどを交えながら

語っていただきました。

　また、多村さんは、2006年度ワールド・ベー

スボール・クラシックを含む現役17年の野球人

生を熱く語っていただきました。

　本年度は、会場スペースも拡大したこともあ

り従来の当クラブブースに加え「野球殿堂博物

館」「日本女子プロ野球リーグ」のブースも出展

され、来場者にとってもこれまでにない野球情

報収集のフェスタとなりました。当クラブブース

では今回も賛助会員募集などＰＲ活動を実施し

前回同様、多くの方に当クラブブースにお越し

いただきました。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おります。

（トレカフェスタ　東京 2017　Summer）

・日　時：�2017年7月9日（日）12：30～16：00

・会　場：�東京都立産業貿易センター台東館5階

（東京都台東区）

・主　催：株式会社ミント

・来場者：約600名（スポーツカードファン）

・出演者：�岡島�秀樹さん（元巨人）

多村�仁志さん（元横浜）
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岡島�秀樹さん 多村�仁志さん



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、当クラブへのご意見･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、9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.74 プレゼント」係

建山�義紀�さん 大野�豊�さん 和田�豊�さん

佐々木�主浩�さん 村田�兆治�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.33

「橋戸賞」と橋戸 信氏胸像
　2017年、平松政次氏が野球殿

堂入りしました。

　平松氏は岡山東商から日本石

油に進み、1967年の第38回都市

対抗野球大会で優勝に貢献、大会

MVPである「橋戸賞」を獲得しまし

た。今回はその「橋戸賞」と橋戸�信

氏の胸像をご紹介します。

　1936年3月、“都市対抗生みの

親”といわれた橋戸�信氏（1959

年野球殿堂入り）が逝去。橋戸氏は

早稲田大野球部草創期に主将を務

め、後に現在の毎日新聞等で記者

として活躍。都市対抗野球大会創

設に大きく寄与し、その功績をた

たえ、同年の第10回都市対抗野球

大会から、最高殊勲選手賞が「橋

戸賞」となりました。

　最初の受賞者は門司鉄道局の井

野川利春氏（のち阪急他）で、昨年

の第87回大会までに計73名が受

賞しています（第15回は大会中止、

第16回は該当者なし）。後に野球

殿堂入りした名選手では、平松氏

をはじめ、吉田正男氏（第13回・藤

倉電線）、荒巻淳氏（第20回・星野

組）、藤田元司氏（第27回・日本石

油）、古田昌幸氏（第37回・熊谷組）

の5氏が受賞しました。また、過去

2度受賞したのは、第22、23回の

松井実氏（全鐘紡、日本生命から補

強）、第63、68回の杉浦正則氏（日

本生命）、第83、84回の大城基志氏

（JX-ENEOS）の3氏だけです。

　写真の橋戸氏の胸像は、彫刻家

の藤井浩祐氏の作品です。最初の

橋戸賞が贈られた第10回大会決

勝の翌日（1936年8月11日）、神

宮球場で開催された橋戸氏の追悼

試合に際し、遺族に贈られたもの

です。その後、藤井氏による打者像

が橋戸賞のトロフィーとなってい

ます。

　7月14日から10月1日まで開催

する「野球殿堂入り特別展」では、平

松氏所蔵の橋戸賞も展示中です。

公
益
財
団
法
人

野
球
殿
堂
博
物
館

公益財団法人�野球殿堂博物館　

学芸員　関口貴広
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OBClub INFORMATION
OBクラブからのお知らせ

編集･発行人：日本プロ野球OBクラブ（公益社団法人全国野球振興会）　　URL：www.obclub.or.jp���E-mail：info@obclub.or.jp��

〒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：2017年7月

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 4 月〜 6 月

藤田 宗一（ふじた　そういち） プロフィール
1972年10月17日生まれ（44歳）　京都府八幡市出身
◦�島原中央高等学校➡西濃運輸➡千葉ロッテマリーンズ�（’98�–’07)➡
読売ジャイアンツ➡（’08�–�’10)➡福岡ソフトバンクホークス�（’11)➡
群馬ダイヤモンドペガサス�（’12)

◦�最多ホールド投手、オールスターゲーム出場、千葉市市民栄誉賞

■新入会員一覧 2017年6月23日�現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
運天ジョン�クレイトン 日本ハム 25 投　手
柳田　浩一 ヤクルト 51 外野手、審判
藤田　宗一 ロッテ 44 投　手
向井　糸路 広　島 - アナウンサー

■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
原田　高史 広　島 2016年12月23日 84 1932
佐竹　一雄 国　鉄 2017年３月12日 92 1925
石田　泰三 中　日 2017年４月26日 82 1934
西尾　慈高 阪　神 2017年５月５日 83 1934
鴨川　清 日本ハム 2017年６月24日 69 1948
永射　保 ダイエー 2017年６月24日 63 1953
上田　利治 広　島 2017年7月１日 80 1937

■祝 米寿を迎えられた皆様
氏　名 代表出身球団 ポジション 生年月日
島田　雄三 大　映 内野手 1930年２月19日
山田　幸男 南　海 投手、外野手 1930年２月21日
岩本　堯 巨　人 内野手、外野手 1930年４月20日
寺川　昭二 東　映 投　手 1930年５月２日

・OBクラブの活動で期待していること

　引退後、中学生対象の野球チーム
を設立し指導にあたっています。そ
こで痛感したのは、少年少女野球の
時期にどのような指導を受けたかが
その後、別の場所で指導を受け学ぶ際に大きな違いとなって
出てきていることです。OBクラブの活動で全国の少年少女に
もっと野球に親しんでもらい、基本から野球を教える機会が
あれば嬉しいです。

・現役時代の一番の思い出は

　千葉ロッテマリーンズで日本一になったことです。当時は弱
いチームでしたが、そこから日本一になれたという経験が自
分の中で自信に繋がっています。

　現在、「肉まつり酒場�宗一」（東京都港区赤坂2-13-4）を経
営されている藤田さん。独立リーグ時代の群馬県での人脈を
生かし飲食業へ転身されました。プロ野球選手、野球チーム設
立、飲食店と「やってみたい！」という気持ちを大切に、夢を実
現されている姿は多くの少年少女にとって希望となります。今
後のＯＢクラブでのご活躍を期待しています！

活動報告 会員情報
藤田 宗一 さんが入会しました

ようこそＯＢクラブへ！

行 事 名（事 業 名） 場　所

4
月

1日（土）
四国アイランドリーグplus
2017開幕戦　高知-ソフトバンク

高知球場
（高知県高知市）

1日（土） 府中町制80周年記念トークショー
くすのきプラザ
（広島県府中町）

2日（日）
四国アイランドリーグplus
2017開幕戦　徳島-愛媛

JAバンク徳島スタジアム
（徳島県徳島市）

9日（日）
ルートインBCリーグ
信濃グランセローズホーム開幕戦

長野オリンピックスタジアム
（長野県長野市）

27日（木） 資格制度検討部会 NPB（東京都港区）

29日(土)

30日(日)
日本プロ野球OBクラブ杯（岩手）

江刺中央運動公園野球場他
（岩手県奥州市など）

5
月

9日（火） 会計業務監査 OBクラブ（東京都墨田区）

14日(日)
第23回ダイワハウス全国少年少女
野球教室

47都道府県48会場

14日(日) 日本プロ野球OBクラブ杯（茨城）
関金球場他
（茨城県ひたちなか市）

16日（火） 第4回財務委員会
墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

20日（土）

21日（日）
日本プロ野球OBクラブ杯（鳥取）

佐野中学校他
（鳥取県鳥取市）

24日（水）

第1回常務理事会
ハロー貸会議室錦糸町
（東京都墨田区）

第1回理事会
ハロー貸会議室錦糸町
（東京都墨田区）

28日(日) 日本プロ野球OBクラブ杯（茨城）
関金球場他
（茨城県ひたちなか市）

29日(月) 資格回復会議 ＮＰＢ(東京都港区)

31日（水）
学生野球資格回復制度
「学生野球資格回復研修特例」

公益財団法人野球殿堂博物館・
東京ドームホテル（東京都文京区）

6
月

4日(日) スポーツフェア
オーヴィジョンスタジアム下関
（山口県下関市）

18日（日） さいたま市障害者スポーツ教室
市営浦和球場
（埼玉県さいたま市）

21日（水）

都道府県代表幹事会
KFC�Hall＆Rooms
（東京都墨田区）

平成29年度定時総会
KFC�Hall＆Rooms
（東京都墨田区）

22日（木）
大和ハウス工業株式会社　
福島支社　安全大会講演会

ビッグパレットふくしま
（福島県郡山市）

26日（月）
第62代全国市議会議長会会長、
第32代札幌市議会議長
山田一仁君の就任を祝う会

札幌パークホテル
（北海道札幌市）

27日（火） 資格制度検討部会 ＮＰＢ（東京都港区）
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