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PICKUP NEWS
注目の話題

写真左から八木澤理事長、古葉竹識さん、渡辺弘基さん、髙橋里志さん ※写真はイメージです。

　OBクラブではこれまで「感謝の集い」を開催してきましたが、今年は賛助会員の皆

さまとOB会員の交流を深めるための「ファンミーティング」を以下の通り開催します。

　参加OB会員などのファンミーティング詳細および新たに賛助会員に加入希望の方

は、OBクラブのホームページをご覧ください。またＯＢ会員への質問も募集します。

　是非ご参加ください！

①レジェンドと一緒に博物館を見学 ②その後は懇親会とトークショー

➡  賛助会員のご入会 
お申込みはこちらから

Fan Meeting
お申込みはこちらから

※ 詳細はOBクラブホームページにて随時発表し
てまいります。

※ 本イベントは賛助会員限定です。 
この機会に是非ご入会ください。

会　　費	 お一人様　5,000円（消費税込）

待 望 のイベントが つ い に開 催

※	上記会費は『入場料』	『食事代』		
『トークショー参加費』すべて込みです。

3

日 本 プ ロ 野 球 O Bクラ ブ 　ファンミー ティング

開催決定！
Fan Meeting

賛助会員からご要望の多かったイベントを
ギュギュっとまとめて開催します。
2017年度は、東京と大阪の２会場で開催

Program
プログラム

賛 助 会 員 限 定 イベント

野球殿堂博物館をOB会員と見学し、
MLB café TOKYO 東京ドームシティ店で交流会 

ゲスト（予定） 
田淵幸一さん、石毛宏典さん、高橋慶彦さん、宇野 勝さん　

甲子園歴史館をOB会員と見学し、
甲子園プレミアムラウンジで交流会 

ゲスト（予定）
八木澤荘六さん、太田幸司さん、他1名予定

東京会場：11月25日（土）15：00Start

野球殿堂博物館
東京都文京区後楽1-3-61

懇親会場： MLB café TOKYO  
東京ドームシティ店

大阪会場：2018年1月21日（日）10：00Start（予定）

甲子園歴史館
兵庫県西宮市甲子園町1-82

懇親会場：甲子園プレミアムラウンジ
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S P E C I A L  IN T E R V IE W

この夏の甲子園
　選手の時は野球をするだけで楽しくてしょ

うがなかったのですが、指導者になると母校

の為、生徒たちと一緒に勝ちたいという気持

ちが大きくなり、楽しいことばかり考えてい

られなくなりました。甲子園の抽選会では、プ

ロ野球で勉強させてもらったデータの収集、

そして整理することの大切さを学んでいたの

で、主将には初戦はなるべく遅い日、6日目を

引いてくれと言いました。主将が本当に6日目

の初戦を引いてきてくれて、5日間でデータを

整理し、自分たちがどういう野球をやればい

いか判断することができ、初戦はうちのペー

スで試合をすることができたと思います。監督

としての甲子園初戦が、名将 阪口慶三さん率

いる大垣日大であることが感慨深く、勝って

も負けても一生思い出に残る試合になるし、

どうせやるなら勝ちたいと強く思いました。結

果、生徒たちの頑張りで100点満点の試合に

なり、勝つことができました。生徒たちは毎日

成長していて、試合が進むにつれ、自信に満ち

溢れた顔をしていました。初戦の途中から、広

陵との試合まで4試合とも良い表情で試合に

臨み、3つ勝って、最後も劣勢の中から追い上

げてくれました。甲子園で4試合もでき、学校

としても27年ぶりのベスト4という立派な成

績を残すことができました。諦めずに挑んでく

れた生徒の姿をみて、彼らはどんどん自信を

つけて成長していっているなと感じました。私

自身はいまだに甲子園で戦ったという実感が

ないので、明確に自信がついたとは言えない

のですが、これまで支えてくださった学校関係

者の方、地域の方、知人、プロ野球の頃にお世

話になった方に喜んでいただけて、こんなに

喜んでいただけるスポーツがほかにあるのか

と感動しました。準決勝で負けて悔し涙を流し

ましたが、生徒たちの晴れやかな顔をみて、や

り切ったのだろうなと感じました。やり切れず

に終わってしまう高校野球がほとんどの中で、

今年の夏は私も含めて生徒たちにとって幸せ

そのものでした。

シニアリーグ・大学野球監督で培った
確かな指導
　私は「超放任主義」なんて言われています

が、実際は日本一になるためにはやはり厳し

い練習が必要で、そのために手助けをすると

自然と厳しくなります。生徒たちにとっては私

が一番怖いと思いますよ。できないことをでき

るようにするための厳しさは必要で、シニア

リーグ、そして大学野球の監督時代に、沢山の

ことを勉強しました。監督をされた方の本を何

冊も読みました。高校生への指導はかみ砕い

て、長い目を持っての指導を心掛けています。

選手として完成していく姿を見守ってあげる

のが高校野球だと思います。

　私のようにプロ野球OBで教員免許を持た

ず監督をやっている例は少ないですが、監督

としてプロ野球ＯＢを呼ぶ学校が増え、野球指

導の向上・発展が進み、もっと沢山のプロ野球

ＯＢの皆さんの経験が生徒たちに伝わってい

けば良いなと思います。私の場合、大学で監督

をしているときに、恩師が母校の監督をして

いて、学生野球資格回復研修制度がスタート

するというタイミングが重なり、今日があるの

で、本当に恵まれていたと思います。プロ野球

での11年間は幸せで嬉しいことばかりだった

ように思います。少年野球に携わり、大学野球

の監督を経験し、今は高校野球で指導ができ

ています。夏の甲子園で取り上げてもらえた

ことにより学生野球資格回復をしたプロ野球

OBの皆さんが学校へ指導に行くきっかけに

なってもらえたらいいなと思います。

目指す指導像－その先に
　私が目標にしている指導者は高校野球の恩

師です。「お前が笑っていたら勝てるわ」と甲子

園に向かう私に声をかけてくれる、そんな方で

す。父親を早くに亡くした私にとって恩師は父

親であり、指導者としても、人としても憧れてい

ます。

　野球のノウハウで影響を受けたのは、仰木 彬

監督です。豪快かつデータを生かしながら戦略

を立てられる野球指導者に私はなりたいです。

　甲子園で負けてから、新チームのミーティン

グをし、新体制がスタートしました。今は神宮大

会で優勝することを目標にして、それが来年の

センバツにも繋がってくると思います。日々厳

しい練習に励んでいる生徒たちに、甲子園での

経験をさせてあげたい、絶対に甲子園に行かせ

てあげたいと思っています！

中村 良二 プロフィール

1968年6月19日  福岡県福岡市出身

天理高校→近鉄バファローズ（’87〜’96）、

阪神タイガース（’97）

中村 良二さん

31年前の甲子園で天理高校に初めての

優勝旗をもたらした主将がこの夏、監督と

して甲子園に帰ってきた。プロ野球生活

11年、ファームで100本以上の本塁打を

量産し、シニアリーグ9年、大学野球5年の

監督時代を経て、学生野球資格回復研修

制度から母校に監督として帰ってきた中

村良二さんにこの夏の甲子園快進撃につ

いて伺いました。

な か む ら   りょうじ



EVENT NOTICE
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大越 基さん

OB 相互の勉強会
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　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「NPBプロ研修会」、「学生野球研修会」は東京会場、大阪

会場ともに3日続けての開催となります。

11月30日（木）までにお申し込みください。

※お申込み、詳細はホームページをご覧ください。

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

開催時期： 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

お申込み期限間近！
《お申込み QR コードはこちら⇒》

　OBクラブでは、OB会員を「野球技術指導員」に認定する標記

制度を行っています。「技術セミナー」の受講を必須課題とし、所

定課題を修了した方へ「野球技術指導員登録証」を発行します。

　本年度の「技術セミナー」には新しい講座を複数設けることに

なりました。そのうちの一つ、「高校野球の指導者の役割」講座に

は大阪会場では星稜高校元監督山下智茂さん、東京会場では横

浜高校元監督・渡辺元智さんに講師をお務めいただくことになり

ました。高校野球の指導にあたってこられた経験談は、高校野球

を指導する上で大変有意義なものになると思っております。

　また、例年通りの実技講座も開催いたします。それぞれの論理

に対して、とても楽しいディスカッションが毎年繰り広げられて

います。是非ご参加ください。そのほかの講師については追って

ご連絡いたします。

ご参加希望の方はOBクラブまでご連絡ください

03-3626-8911
セミナー受付係まで

東京会場：11月23日（木・祝）両国ＫＦＣホール
大阪会場：2018年1月20日（土）大阪国際会議場

山下智茂さん（元星稜高校監督）、渡辺元智さん（元横浜高校監督）
を招いて技術セミナーを開催します

時 間 東 京 大 阪

①10：00-11：10
投手・選手

マネジメント

阿井英二郎

高校野球の
指導者の役割

山下智茂

②11：20-12：30 調整中

投手・選手
マネジメント

阿井英二郎

③13：10-14：20
コーチング

武野顕吾
コーチング

武野顕吾

④14：30-15：40
ケガ予防

栗田　聡
ケガ予防

栗田　聡

⑤15：50-17：10
高校野球の

指導者の役割

渡辺元智
調整中

野球指導者養成・認定制度
［技術セミナー］  2017年度開催予定
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チャリティーゴルフコンペ

トレカフェスタ　東京 2017　Winter

東京ベースボールスクール

　OBクラブ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」の収益金
は、社会貢献活動（夢・未来応援プロジェクトブルペン、障害者ス
ポーツ教室、チャリティー事業、災害支援活動）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
すので、是非お誘い合わせの上ご参加ください。
　ご参加お申込みは、OBクラブホームページ、又は事務局（03-

3626-8911）へご連絡をお願いします。
ホームページ https://www.obclub.or.jp/

　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
日程で開催されます。
　毎回、約600名のカードファンが集まり各種カード購入、トークショー、
サイン会、撮影会などが行われます。
　当日は、OBクラブブースにて賛助会員募集・ＰＲ活動を実施しますので

是非お立ち寄りください。

（トレカフェスタ　東京 2017　Winter）

・日　時：12月3日（日）11：00～16：45
・会　場：東京都立産業貿易センター台東館5階展示場（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、賛助会員 無料ご招待

　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の第10回目開催概要は以下の通りです。

（開催概要）
・対象競技：硬式野球
・教室期間： ①2017年12/1　②12/8　③12/15　④12/22　 

⑤2018年1/12　⑥1/19　⑦1/26　⑧2/2　　 
⑨2/9　⑩2/16
※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）
・講　　師： 前半5回　屋鋪　要さん、前田幸長さん（ともに元巨人） 

後半5回　副島孔太さん（元ヤクルト）、藤田太陽さん（元阪神）
・募集人数：30名
・お申込、お問合せ： 株式会社ベースボールコミュニケーション 

公式ホームページ http://www.baseball-com.jp/

関西地区 11月16日（木）
三田レークサイドカントリークラブ

（兵庫県三田市）

東海地区 11月21日（火） 愛岐カントリークラブ（岐阜県可児市）

関東地区 11月27日（月）
レイクウッド総成カントリークラブ

（千葉県成田市）

九州地区 12月5日（火） 玉名カントリークラブ（熊本県玉名市）

中国・四国地区 12月12日（火） 鷹の巣ゴルフクラブ（広島県廿日市市）

東京ベースボールスクールは10年目をむかえました
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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：2018年1月12日（金）・13日（土）・14日（日）

会　場： 国立オリンピック記念青少年総合センター 

（東京都渋谷区代々木神園町３−１）

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

NPB公認野球指導者

取得できる資格等

軟式野球指導員

NPB

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。プロ野球

OBの方々には「NPB公認野球指導者」資格

が付与されます。ぜひご参加ください。
プロ野球OB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」

を修了しなくてはなりません。

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

参加選手募集中！
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　今年で6年目をむかえた北海道芦別市共催のキャンプ。道

内外から過去最高135名の子どもたちが集い、快晴に恵ま

れた芦別で野球技術向上を目指し2泊3日を過ごしました。

　本年度第99回全国高等学校野球選手権大会で甲子園に

出場を果たした滝川西高等学校（北北海道）の土田蓮君（2

年）はキャンプの第1回参加者。先輩の嬉しいニュースは参加

した子どもたちを活気付けました。

　最終日には、来年も必ず参加しよう！と仲間たちと約束す

る子どもたちの姿がみられました。

・開催日時：2017年8月8日（火）～10日（木）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： 小早川毅彦さん（元広島）、西崎幸広さん（元日本

ハム）、本間　満さん（元ソフトバンク）、三井浩二

さん（元西武）、谷内田敦士さん（元巨人）

・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、芦別市

・参加対象：全国の小学校4年生～6年生の男女　135名

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

集合写真

バント練習練習試合 走塁練習

打撃練習開会式 ウォーミングアップ キャッチボール指導

サイン会 投球練習

捕手練習夕食風景
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１日目 ２日目 ３日目

８月８日（火） ８月９日（水） ８月１０日（木）

12:30 参加者集合、受付 6:00 起床 6:00 起床

13:00 オリエンテーション 6:30 ウォーキング 6:30 ウォーキング

13:30 開会式、記念写真撮影 7:00 朝食 7:00 朝食

14:00 野球教室開始 8:30 ホテル出発 8:30 ホテル出発

17:30 野球教室終了 9:00 野球教室開始（午前の部） 9:00 練習試合

グラウンド整備 12:00 昼食 12:30 野球教室終了

18:00 ホテル着 13:00 野球教室開始（午後の部） グラウンド整備

19:00 夕食・交流会 17:00 野球教室終了 12:40 閉会式

20:30 入浴、自由時間 グラウンド整備 12:50 サイン会

22:00 消灯、就寝 17:40 ホテル着 13:10 解散

18:30 夕食（焼肉交流会）

20:00 入浴、自由時間

22:00 消灯、就寝





朝山 毅市長表敬訪問

奄美選抜チーム

打撃指導する佐々木恭介さん 投球指導する木村竹志さん

EVENT REPORT
イベント報告

社会貢献事業
「夢・未来応援プロジェクト　ブルペン」
石毛宏典さん（元西武）が三郷市立栄中学校を訪問
　学校教育の職場訪問学習の一環として行っている『夢・未来応援プロ
ジェクト　ブルペン』。今年度第１回目として、石毛宏典さん（元西武）が 
9月7日（木）、埼玉県三郷市立栄中学校を訪問しました。
　当日は３・４時間目の時間を使って、２年生１２７名へ講演、ボールの投
げ方教室を行いました。
　講演の中で石毛さんは、自らの生い立ちを絡めながら、「今、苦楽を共
にしたものは、皆友だちであり、将来自分を必ず助けてくれる財産なのだ
から大切にしなさい」と、「仲間の大切さ」や「未来に向かって努力するこ

との大切さ」を生徒たちに伝えていました。
　ボールの投げ方教室では、石毛さんが自ら実演をし、その後、クラスご
とにキャッチボール競争を行いました。講演の中にもあった「仲間の大切
さ」を、相手の事を考え、キャッチボールしたことによって、生徒たちも感
じることができたのではないでしょうか。
　教室後、石毛さんは給食を生徒たちと共にし、休み時間も生徒たちと
ふれあうなど、楽しい時間を過ごしました。

　第10回全国離島交流中学生野球大会（通称：「離島甲子園」）に出場す
る「奄美市選抜チーム」の技術向上を目的に、奄美市より指導者派遣依頼
を受け実技指導を行いました。指導は7月、8月の2回に分け、市内各中学

校から選抜された18名の中学生を対象に行いました。また、奄美市野球
関係者との交流を行い、今後野球を通じた地域振興を目的に、各種事業
を実施する事が話し合われ、大変意義ある事業の第一歩となりました。

・日　　時： 第1回　2017年7月21日（金）～24日（月） 
第2回　2017年8月14日（月）～17日（木）

・会　　場： 名瀬運動公園市民球場、奄美市立朝日中学校（鹿児島県奄美市）
・指導講師： 佐々木恭介さん（元近鉄）※第1回のみ、木村竹志さん（元西武）
・主　　催：奄美市　　・参 加 者：18名（中学生）

鹿児島県奄美市に実技指導に行ってきました！

【鹿児島県奄美市】
・人口：43,156名（2015年国勢調査確定値）
・面積：308.27k㎡
・ 奄美大島は、鹿児島から南へおよそ380キロメートルに位置し、全

国の離島の中でも沖縄本島、佐渡島に次ぐ3番目に大きな島です。
奄美市は、島全体の約4割を占め、中核都市としての機能を持つ
名瀬地区（旧名瀬市）緑豊かな森林と清流を持つ住用地区（旧住用
村）広い農地と美しい海岸線を持つ笠利地区（旧笠利町）で構成さ
れています。

【離島甲子園】
・ 離島甲子園は、村田兆治さんによって提唱された大会であり、平成

20年から全国の離島の中学生が一堂に会し、野球を通じて交流す
ることにより、人間形成や地域振興に寄与することを大会の目的と
しています。
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SOMPOケア ラヴィーレ錦糸町相澤正芳ホーム長と八木澤理事長

　OBクラブ特別賛助会員のSOMPOケアネクスト株式会社様は、日本全
国に介護付きホーム、サービス付き高齢者向け住宅、在宅介護サービスを
提供されており、OBクラブ会員へ割引特典をご提案いただいています。
　また、このたび同グループ企業、SOMPOケアメッセージ株式会社様か
らも施設利用割引特典のご提案をいただき、より多くの施設が利用可能と
なりました。
　先日、錦糸町にある同社施設へ八木澤理事長が訪問し、入居者さま、職
員の皆さまと交流をいたしました。入居者さまの中には野球ファンが多
く、今後プロ野球OBとの交流イベントを開催する予定です。

・2017年6月23日（金）11：00～13：00
・SOMPOケア ラヴィーレ錦糸町（東京都墨田区）

【SOMPOケアネクスト】
・ 首都圏を中心に、介護付きホーム・通所介護を展開。
「一人ひとりに寄り添う思いを大切に、専門スタッフによるチームケア
で、最高品質の介護サービスの提供を目指しております。」
・介護付きホーム　114施設
・サービス付き高齢者向け住宅　1棟

【SOMPOケアメッセージ】
・ 大都市圏を中心に介護付きホーム・サービス付き高齢者向け住宅・在宅

介護サービス等を展開。「介護が必要になっても、高齢者自身が「住みた
い」と望む住まいと環境の提供に取り組んでいます。」

・介護付きホーム　183施設
・サービス付き高齢者向け住宅　131棟 ※2017年3月末時点

　今年度5会場目となるスポーツフェア愛媛県
新居浜市会場が9月10日に開催されました。
　5本のホームランに5000人を超える観客の
皆さまも楽しんでくださったのではないかと思
います。
　今後、10月29日に千葉県茂原市会場、11月
19日に兵庫県加西市会場にて開催予定です。
　お近くにいらっしゃいましたら、是非お立ち
寄りください。

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

企画制作：株式会社ぎょうせい

SOMPOケアネクスト施設訪問

スポーツフェアが開催されました!
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INFORMATION 
お知らせ

日本プロ野球ＯＢクラブ
オフィシャルカード
完全限定生産「タイトルホルダー列伝」
12/9(土)発売決定！
　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20
弾の発売が決定しました。「タイトルホルダー列伝」と題しまして、レギュラー
シーズンでタイトルを獲得された40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！江夏 豊選手のブッ
クレットカード(直書き直筆サイン＆着用済み復刻ユニフォームを挟み込み)
が登場。大好評の直書き直筆サイン入りボールカードも再登場。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で12月9日から発
売。賛助会員入会促進の一助としても、販売してまいります。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OBクラブ公式サイトをご参
考ください！

・企画・制作：日本プロ野球OBクラブ 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

※画像は、前作「背番号外伝」（7月発売）のものです。
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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

媒介物件 媒介契約 報酬額 １0% 丙が乙に媒介の依頼をする時に限る

【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49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

2017年の新商品紹介



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、12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
　日本プロ野球OBクラブ
「OB News vol.75 プレゼント」係

OBの直筆サインボール （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.34

企画展「プロ野球 東京のロストボールパーク」開催中！
　昭和の時代、東京都内でプロ野球

の舞台となった野球場は12あり、そ

のうち7球場が現存していません。

現在当博物館で開催中の企画展「プ

ロ野球 東京のロストボールパーク」

では、1952年のフランチャイズ制

開始以降、本拠地として使用された

後楽園スタヂアム、駒澤野球場、東

京スタジアムをはじめ、東京都内の

今は無き野球場“ロストボールパー

ク”をご紹介しています。 

　本展開催にあたり、後楽園スタヂ

アムで1959年6月25日に開催さ

れた巨人対阪神の「天覧試合」にお

いて、長嶋茂雄選手（1988年殿堂

入り）がサヨナラ本塁打を含む2本

のホームランを放った貴重なバット

を、同氏よりご出品いただきました。

　「天覧試合」は阪神が先制、逆転に

次ぐ逆転のシーソーゲームとなり、

4－4の9回裏、長嶋選手の劇的なサ

ヨナラ本塁打で巨人が5－4で勝利

しました。王 貞治選手（1994年殿

堂入り）も7回に同点本塁打を放っ

ており、これが通算106回を記録し

たONアベック本塁打の記念すべき

最初の1回となりました。この長嶋

選手の「天覧試合ホームランバット」

は、実に26年ぶりの一般公開となり

ます。

　また、「天覧試合」を含む、ロスト

ボールパークで開催された5試合の

名勝負の公式スコア（写真を含む）

を、日本野球機構のご協力により公

開しており、特に「天覧試合」の公式

スコア（原本）は初公開となります。こ

の他、東京スタジアムの部分模型や、

駒澤野球場時代の東映フライヤーズ

のユニホーム（米川泰夫投手着用）

等、貴重な資料を展示しています。

　本展は11月19日までの開催で

す。昭和の“熱い”時代のプロ野球と

野球場の、記録と記憶にふれ、想い

を馳せていただければ幸いです。皆

様のご来館をお待ちしています。

公益財団法人 野球殿堂博物館　

学芸員　関口貴広

公
益
財
団
法
人

野
球
殿
堂
博
物
館

三井 浩二 さん

多村 仁志 さん

小早川 毅彦 さん

藤田 宗一 さん

西崎 幸広 さん

本間 満さん
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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10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 7 月〜 9 月

小田 幸平（おだ こうへい） プロフィール
1977年3月15日（40歳）　兵庫県高砂市出身
◦ 市川高等学校➡三菱重工神戸➡読売ジャイアンツ（’98 –’05)➡

中日ドラゴンズ➡（’06 – ’14)

お 知らせ
◇「感謝の集い」について

「ファンミーティング」開催に伴い、毎年年末に開催しておりました
「感謝の集い」を今後、周年記念事業として開催することにいたし
ました。毎年ご参加、楽しみにしていただいていた皆さまには心よ
りお詫び申し上げます。記念開催の際には別途ご案内いたします。

◇「OB News」発行日について

年4回お届けしております「OB News」の発行日を76号より、 
冬号12月・春号3月・夏号6月・秋号9月末日に変更いたします。

■新入会員一覧 2017年9月30日 現在

氏　名 代表出身球団 年 齢 ポジション
倉本　慎也 近　鉄 44 捕　手

寺田　龍平 楽　天 28 投　手

橋本　泰由 オリックス 40 投　手

マック　鈴木 オリックス 42 投　手

小田　幸平 中　日 40 捕　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

長岡　久夫 中　日 2017年8月18日 88 1929

野口　恭三 中　日 2017年8月26日 81 1935

Q.　 OBクラブ会員としての意気込み
を教えてください

A.　�自分が経験できなかったことをし
てあげたい

　子どもの頃、私はプロ野球観戦をし
に球場へ行くと、バスから降りてくるプロ野球選手に羨望の眼差
しを向けていました。その当時はプロ野球選手から直接指導を
受けるということは、とても特別なことだったと思います。でも今
は、OBクラブの活動などで直接プロ野球選手が子どもたちに指
導する機会が増えました。プロ野球選手との関わりをもっと身近
にして、多くの子どもたちに夢を与える活動がしたいと思います。

Q.　 野球人生で一番の思い出は何ですか

A.　 人との出会い

　まず、プロ野球選手になれたこと。プロの世界で17年間活動
し、日本一も経験することができました。そして、多くの人との出
会いが自分にとっての財産だと思います。

　学生野球資格回復研修制度を利用し、資格回復された小田さ
ん。今後、幅広い世代の球児たちが小田さんから直接指導を受け
ることができようになりました。OBクラブではプロ野球OBから
の貴重な直接指導を受けることのできる場である野球教室の実
施により一層力を入れて取り組んでいきます！

活動報告 会員情報
小田幸平 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

7
月

9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）

17日
（月・祝）

スポーツフェア
府中市上下野球場

（広島県府中市）

17日
（月・祝）

佐久平少年少女野球道場 佐久市営球場（長野県佐久市）

18日（火） 資格制度検討部会 ＮＰＢ（東京都港区）

21日（金）〜
24日（月）

離島甲子園奄美選抜練習
指導者派遣事業

名瀬運動公園市民球場
朝日中学校グラウンド

（鹿児島県奄美市）

8
月

1日（火） 第5回財務委員会
墨田区総合体育館

（東京都墨田区）

5日（土）
2017ベースボールフェスティバル 
懇親会　NPO法人北海道野球協議会

北海しゃぶしゃぶ
（北海道札幌市）

6日（日） スポーツフェア
金武町ベースボール
スタジアム（沖縄県金武町）

8日（火）〜
10日（木）

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）

10日（木）
美唄中央バファローズ 
少年野球教室

月形町営野球場（北海道樺戸郡）

10日（木）
高円宮賜杯第37回全日本学童軟式
野球大会マクドナルド・トーナメント
開会式

明治神宮野球場（東京都新宿区）

13日（日）
HANEDA SPORTS 2017 -SUMMER-
DYNAMIC ☆ BASEBALL

羽田空港（東京都大田区）

14日（月）〜
17日（木）

離島甲子園奄美選抜練習
指導者派遣事業

名瀬運動公園市民球場
（鹿児島県奄美市）

20日（日） スポーツフェア 表郷天狗山球場（福島県白河市）

21日（月）
第20回全国小学生
ティーボール選手権大会

メットライフドーム
（埼玉県所沢市）

21日（月） 加賀市文化講演会 加賀市市民会館（石川県加賀市）

24日（木） 資格制度検討部会 ＮＰＢ（東京都港区）

28日（月） 第1回活性化委員会
墨田区総合体育館

（東京都墨田区）

9
月

2日（土） 信州上田夏期大学 講演会
上田市丸子文化会館

（長野県上田市）

7日（木） 夢・未来応援プロジェクト ブルペン
三郷市立栄中学校

（埼玉県三郷市）

9日（土） SPORTS of HEART in OITA
大分駅前特設会場

（大分県大分市）

9日（土）
10日（日）

第13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）

10日（日） スポーツフェア
新居浜市営球場

（愛媛県新居浜市）

22日（金） 資格制度検討部会 ＮＰＢ（東京都港区）
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