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理事長年始ご挨拶
新年あけましておめでとうございます。昨年は

2018年はこれらの５点を今まで以上に重視

ですので、正会員の皆さまのご提案等がありま

格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

していく一年にしたいと思っています。活性化

したら、ぜひ在住地の代表幹事までご連絡くだ

2 0 1 8 年 、ＯＢクラブ は 、ＯＢオ ー ルスター

委員会を昨年８月に立ち上げ、前述の重視項目

さい。

ゲーム（３月17日、18日徳島県阿南市）、関西

について熱い議論を展開しております。また、

地区・ファンの集い（７月14日リーガロイヤル

会員の皆さまのご意見を同委員会に反映させ

ＯＢクラブは来年、創立25年の節目を迎えま

ホテル大阪）を開催いたします。関西地区・ファ

るべく、都道府県代表幹事とのミーティングを

す。2018年をＯＢクラブの主要事業の更なる

ンの集いは2008年以来、10年ぶりの開催と

ブロック毎に、昨年12月17日の北海道・東北

活性化を推し量っていく年と位置付け、
ＯＢク

なりますので、正会員・賛助会員の皆さまのご

ブロックを皮切りに順次開催しております。ブ

ラブ一丸となり野球振興普及へ全力投球する

出席をお待ちしております。

ロック会議すべてに私が出席し、皆さまの生の

所存でございます。何とぞ本年もＯＢクラブへ

声を聴かせていただきます。

2018年抱負
① 子どもたちの野球離れへの対処

ブロック会議の主な議案は

② ＯＢクラブの正会員・賛助会員の獲得増

① 全国少年少女野球教室の分割開催

③ 公益目的事業の再検討

② 全国アマチュア野球指導者講習会（ＢＣＳ）

④ ＯＢクラブの活発な情宣活動
⑤ ＯＢクラブの財政基盤強化策の更なる構築

のご理解ご協力をお願
い申し上げます。

日 本 プ ロ 野 球OBク ラ ブ

の各都道府県の持ち回り開催

公益社団法人全国野球振興会

③ スポーツフェア開催地の誘致

理事長 八木澤 荘六

第24回 全国少年少女野球教室
毎年5月に開催している全国少年少女野球教室を、2018年度も開催
する運びとなり、開催日が5月13日（日）に決定しました。
野球やその関係団体を取り巻く環境は日々変化しています。
ＯＢクラブ
も23回にわたり皆さまとともに築いてきた伝統を守りながら、新しいこ

5月13日（日）開催決定
とにも挑戦していきます。
皆さまのますますのお力添えをいただきたく思っております。
ＯＢ会員の皆さまには、今回の会報誌にご案内を同封いたしましたの
で、是非ご参加ください。

※写真：2017年度開催の様子
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EVENT NOTICE

イベント予告

ベースボール・コーチング・セミナー（BCS）
～全国アマチュア野球指導者講習会～
日本プロ野球ＯＢクラブ、シーズンオフの恒例事業『ベースボール・

を交わす”ディスカッションも行います。
ご参加いただきやすい様、今年度より受講料が2,000円になりました。

コーチング・セミナー（全国アマチュア野球指導者講習会）』を北海道、三

詳細はＯＢクラブホームページを、お申し込みはＯＢクラブホームページ

重県、島根県、高知県の４ヶ所で開催します。
この指導者講習会は、硬式及び軟式、少年野球・中学校・高校・大学・社
会人・一般、あらゆるアマチュア野球指導者の方を対象に、
ＯＢ会員（プロ

専用申し込みフォーム、もしくはＯＢクラブへお電話にてお気軽にお問い
合わせください。
日頃感じている疑問をプロ野球ＯＢとともに考え、議論するこの講習

野球出身学生野球資格回復者）が講師として指導にあたり、有効な練習

会。皆さまのご参加をお待ちしています！ また多くの指導者の皆さまにご

方法や指導方法を伝授します。
さらに、各講師を受講者が取り囲んで、
“ 講師と受講者がお互いの意見

北海道地区
日

程

場

東海地区

〒062-0905
北海道札幌市豊平区豊平5条
11丁目1番1号

Honda鈴鹿ホンダアクティブ
ランド内Honda鈴鹿野球部
室内練習場
〒513-0825
三重県鈴鹿市住吉町6731-2

師

四国地区

出雲ドーム

高知市総合運動場内
多目的ドーム

〒693-0058
島根県出雲市矢野町999

〒780-8031
高知県高知市大原町158番地

投手：前田幸長さん
（元巨人）

投手：小林誠二さん
（元広島）

投手：福間

捕手：市川和正さん
（元大洋）

捕手：西山秀二さん
（元巨人）

捕手：吉永幸一郎さん
（元巨人）

守備：本間 満さん
（元西武）
（元ソフトバンク） 守備：石毛宏典さん
打撃：小早川毅彦さん
（元広島）

受講募集
締切

中国地区

2,000円（事前振り込みとなります）

受講料

講

参加いただけるようお知り合いにご紹介をお願いします。

2018年1月28日（日） 2018年1月20日（土） 2018年3月10日（土） 2018年2月18日（日）
10：00〜15：10
10：00〜15：10
10：00〜15：10
10：00〜15：10
北海道立総合体育センター
北海きたえーる

会

参加者募集中！！

2018年1月18日（木）

打撃：八木

裕さん
（元阪神）

2018年1月11日（木）

守備：岡

納さん
（元阪神）
義朗さん
（元阪神）

打撃：佐々木恭介さん
（元近鉄）

2018年2月28日（水）

投手：松沼雅之さん
（元西武）
捕手：定詰雅彦さん
（元ロッテ）
守備：大島公一さん
（元オリックス）
打撃：屋鋪

要さん
（元巨人）

2018年2月7日（水）

ただし、各会場とも定員になり次第締切

※写真：過去開催の様子
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～野球のまち阿南10周年記念事業～

プロ野球ＯＢオールスターゲーム in 阿南
2018年3月17日（土）～18日（日）
徳島県阿南市 開催!
「野球のまち」を宣言し、野球を通じて地域社

ベースボールキャンプなどで交流を行ってき

会貢献を実施している徳島県阿南市が「野球の

ました。そしてこの度、7年ぶりにＯＢオールス

まち」
として10周年を迎える事となりました。

ターゲームを開催することになりました。

これまで、同市とＯＢクラブは各種野球教室、

皆さまのご来場をお待ちしています！
パ・リーグ監督：八木澤荘六

開催概要
●

名

称

～野球のまち阿南10周年記念事業～

●

出場選手

プロ野球ＯＢオールスターゲームin阿南

●

スケジュール

●

主

催

阿南市

●

共

催

四国放送株式会社、日本プロ野球ＯＢクラブ 公益社団

合計36名（セ・リーグ18名、パ・リーグ18名）

3/17（土）１４：４０ オープニングセレモニー
１５：００～１７：３０

法人全国野球振興会
●

後

援

セ・リーグ監督：田尾安志

オールスターゲーム（硬式9回戦、
2時間30分時間制限）

阿南市教育委員会、阿南商工会議所、阿南農業共同組合

3/18（日）１０：００～１２：００

大人の野球教室

野球のまち阿南推進協議会、徳島新聞社、朝日新聞社徳
島総局、毎日新聞社徳島支社、読売新聞徳島総局、株式
力

【雨天時】

会社ベースボール・マガジン社

3/17（土）１４：００～１６：００

大人の野球教室

一般社団法人日本野球機構、阿南市あかつき野球連盟

3/18（日）１０：００～１３：００

オールスターゲーム（硬式9回戦、

●

協

●

開催時期 ２０１８年３月１７日（土）～１８日（日）

●

開催会場

阿南市ソフトボール協会

他

2時間30分時間制限）

JＡアグリあなんスタジアム、室内練習場（徳島県阿南市
桑野町桑野谷34-1）

※写真：2009年8月実施
「プロ野球OBオールスターゲーム2009

in 新潟」
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EVENT NOTICE

イベント予告

Fan Meeting
ファ ンミ ー ティン グ

大阪会場
賛 助 会 員 限 定 イベ ント

ギュギュっとまとめて開催します。
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。

お一人様

5,000円（消費税込）

※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。

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
是非ご参加ください！

甲子園歴史館

費

※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。

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。

大阪会場：2018年1月21日（日）

お申込みはこちらから

待 望 の イ ベ ントが つ い に 開 催

会

賛助会員からご要望の多かったイベントを

Fan Meeting

賛助会員のご入会
お申込みはこちらから

➡

日本プロ野球OBクラブ

トークテーマ：
「甲子園夏の大会100回を迎えて」

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
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

2017年11月25日開催 東京会場の様子

八木澤荘六さん 太田幸司さん 荒木大輔さん
ゲスト
（予定）

ゲスト:田淵幸一さん、石毛宏典さん、高橋慶彦さん、宇野勝さん
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OB 相互の勉強会

野球指導者養成・認定制度

［技術セミナー］

大阪会場
まだまだ参加者募集中！！

大阪会場：2018年1月20日
（土）
大阪国際会議場
時間
①10：00-11：10

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。

②11：20-12：30

今年度より
「高校野球の指導者の役割」講座を設けており、大阪

講座名／講 師
高校野球の指導者の役割

山下智茂
投手・選手マネジメント

阿井英二郎

会場では星稜高校元監督山下智茂さんに講師をお務めいただき
ます。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
指導をする上で大変有意義なものとなるのではないでしょうか。

③13：10-14：20

コーチング

武野顕吾

また、例年通りの実技講座も開催します。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。

④14：30-15：40

ケガ予防

栗田

聡

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

⑤15：50-17：10

打撃編

佐々木誠

2017年11月23日開催 東京会場の様子

講師:渡辺元智さん、河村健一郎さん、阿井英二郎さん、栗田 聡さん、武野顕吾さん
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SPECIAL INTERVIE W
慶應義塾大学
お お くぼ

硬式野球部監督
ひであき

大久保 秀昭 さん
27歳でプロ野球の世界に入り、選手、職
員、
コーチとして9年間在籍。その後、古巣
の新日本石油ENEOSの監督に就任し、都
市対抗連覇を含む3度の優勝を経験され
たのち、現在は母校・慶応大学の監督とし
て活躍されています。3年目の今秋、東京
六大学野球リーグを制覇した大久保秀昭
さんに日本一を目指すチーム作り、来季
に向けてのお話を伺いました。

就任3年目での
東京六大学野球リーグ優勝

都市対抗野球が監督の礎
都市対抗連覇は本当に苦しかったです。会

恩師の前田祐吉監督から「元気なうちにお

優勝できて、ほっとしました。控え部員も神

社に恩返ししたい気持ちが強く、社会人野球

前の慶応のユニフォーム姿を見たい」
と言って

宮で一生懸命に応援し、少しでもチームに貢

は広報活動として、会社を代表し責任を持って

もらい、母校愛から慶応監督の話を引き受け

献して部員全員で喜べるチームを作りたかっ

野球に取り組んでいて、そこが社会人野球と

ました。神宮大会の初戦で負けたのは、まだ日

た。自分がぶれずに学生に向き合って、今年

大学野球の一番の違いです。社会人野球の時

本一にふさわしいチームではないということ

は理想のチームに近づくことができたので優

は8年かけて、先回りしてのプレーや練習がで

だと思っています。
リーグ戦を勝った後のチー

勝につながったと思います。春のリーグ戦で

きるような理想のチームになりました。私自

ムをどうやっていい状態で保ち、更に成長させ

は優勝目前で悔しい思いをしたので、今秋の

身社会人チームのENEOSに育ててもらい監

るのが難しいのは自分が学生時代に経験して

リーグ戦で優勝できたときは、春の経験をしっ

督としての礎ができたと思います。チームの勝

いました。それでもリーグ戦であれだけ頑張っ

かりと実力に変えることができたチームに成

利への導き方、人を育てる経験値が増えた分、

た選手にもっとがんばれとは言えなかった、そ

長を感じました。他の大学とは違い、当校には

指導者としての厚みを作れたのではないかと

こを反省しています。残された部員が感じたも

スポーツ推薦が無く、選手の8割が一般の企

思います。監督は学ぶことを止めてはいけな

のがあるはずなので期待しています。

業に就職をするチームで、プロとして野球を

いと思っています。今は学生と接することで、

続けたいという選手は少ないのが現実です。

指導者として毎日勉強しています。

教え子たちへの想い

指揮官としての早慶戦

を見守れることは本当に楽しいことです。卒業

その中にいても野球への情熱を燃やし、その
情熱をグラウンドにぶつけさせるにはどうす

4年間で大学生は驚くほど成長します。それ

ればよいかを常に考えています。大学生は大

私にとって早慶戦は特別なものです。早慶

生がグラウンドに顔を出してくれたり、連絡を

人と子どもの両面があり、1年目は指導面で苦

戦だけは試合前練習から観るのが好きで、両

くれるようになったら嬉しいですね。プロに行

労した部分もありました。選手たちの変化を

チームの姿に感動する部分が多く、
より早く球

く教え子たちには1年でも長くプロの世界で

感じたのは去年の秋くらいです。4年生がリー

場にいって観戦していました。そして現在、慶

活躍してほしい。セカンドキャリアも大変な中

グ優勝という目標に現実的に手応えを感じて

応大学の監督として早慶戦を戦うことになり

で、ポジティブな部分と同じくらいネガティブ

くれて、私がそこに情熱を持って指導すること

ましたが、今までの指導者としての経験があっ

な部分の話もしています。覚悟をもってプロ

で少しずつ学生との意識が同じ方向に向くよ

たからか、早慶戦に対して重みはあってもた

野球に臨んで欲しいのです。

うになりました。負けてしまったら終わってし

だただ目の前の試合に没頭する、勝ちたいだ

まうギリギリの状況から逆転、延長を制して

けでした。そこで気持ちが舞い上がっていた

の今回の優勝は応援してくださった皆さんか

ら、早稲田といい勝負を出来ていなかったで

ら感慨深いと喜んでもらえたことが日頃の疲

しょうね。

れを吹き飛ばしてくれました。優勝できてとて
も幸せです。
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日本一を目指して

大久保 秀昭 プロフィール
1969年7月3日生まれ 神奈川県愛甲郡出身
桐蔭学園高校→慶應義塾大学→日本石油→
近鉄バファローズ（’
97〜’
01）

EVENT REPORT

イベント報告

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
群馬県大会を開催！

社会貢献事業

「夢・未来応援プロジェクト ブルペン」
小原沢重頼さん（元巨人）が母校・三郷市立吹上小学校を訪問

ＯＢクラブ主催大会
「日本プロ野球OBクラブ杯」

10月18日(水)に埼玉県三郷市立吹上小学校で
OBクラブ主催事業「夢・未来応援プロジェクト ブル
ペン」を開催しました。今回は、同校出身OBである小
原沢重頼さん(元巨人)が講師として参加し、
３時間目
には講演、
４時間目には投力強化のための投げ方教
室を行いました。
生徒達は、
“先輩”の講演ということで、自分自身と
照らし合わせながら食い入るように小原沢さんの話
を聞いていました。質疑応答の際には、矢継ぎ早に手
が挙がり、
「 野球選手になろうと思ったきっかけはな
んですか？」や「練習などがつらくなった時にはどう

（特別協賛：九州医療スポーツ専門学校）の群馬県大会が11
月3日(金)、4日(土)に行われました。
決勝は前橋第六中学校と榛名中学校が対戦。前橋第六中
学校が８－１で勝利し、優勝に輝きました。

■ 大会結果
会場

開催日

優勝校

群馬

11/3、4日

前橋第六

（第5回）

準優勝校

榛

名

３位校

沼

田

前橋東

生徒の皆さんが食い入るように
小原沢さんの話を聞いています！

やって乗り越えていましたか？」など、様々な質問が
飛び出しました。それぞれの質問に対し、その一つ一
つに丁寧に回答していた小原沢さん。生徒達も偉大な
“先輩”の回答に納得していました。

投げ方を伝授！

４時間目の投げ方教室では実際に小原沢さんが
キャッチボールや遠投をし、生徒達は小原沢さんが
投げるたびに「すごーい！」
と歓声をあげていました。

群馬県大会優勝

前橋第六中学校

小原沢さんは教室終了後、給食にも参加。在学当
時の話をしながら、生徒達とのふれあいを楽しんで
いました。

給食中にも質問に答えました

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

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

※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

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

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

10

スポーツフェア

社会貢献事業

11月19日の兵庫県加西市会場をもちまして、
2017年度スポーツフェアの全日程が終了しました。
全8会場において、各会場約400名の野球少年

「ふれあいティーボール教室」
横瀬町立横瀬小学校でティーボール教室
10月6日(金)に埼玉県秩父郡横瀬町立横瀬小学校で「ふれあいティー

少女と野球教室を通して充実した時間を過ごす
ことができました。
ドリームゲームでも印象深い

ボール教室」を開催しました。(主催：埼玉県障がい者スポーツ協会)
特別支援学級との交流として行っているこの教室、OBクラブから講師

出来事が多く、今年度も大変思い出深いイベント

として松沼博久さん、鈴木健さん(ともに元西武)が参加しました。

となりました。

今回は特別支援学級の生徒に加え、同学校の３年生の生徒も教室に参

関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

加。あいにくの雨模様で途中から体育館での開催となりましたが、キャッ
主

チボールからティーバッティング、そしてティーボールの試合と、生徒の

催：一般財団法人 自治総合センター

皆さんは楽しんでプレーしていました。

開催都道府県、開催市町村

OBクラブでは障がい者スポーツへの協力にも力を入れています。

企画制作：株式会社 ぎょうせい

皆様の身近な障がい者団体で、OBクラブの活動に興味のある方がい
らっしゃいましたら、是非ともご連絡ください。

※写真：2017年度開催の様子

生徒の皆さんに鈴木さんがバッティング指導！

お知らせ

野球教室

「スミセイ バイタリティ アクション」
10月8日(日)に神奈川県横浜市の日本大学高
等学校で開催された「スミセイ バイタリティ ア
クション 親子野球教室」に中畑清さん(元巨人、
前横浜DeNAベイスターズ監督)、古田敦也さん
(元ヤクルト、前東京ヤクルトスワローズ監督)が
講師として参加しました(主催：住友生命保険相
お二人で投げ方を指導

互会社、協力運営：株式会社共同通信社)。
教室内では、中畑さんが打撃、古田さんが守
備指導を担当、お二人とも積極的に参加者とコ
ミュニケーションを取りながら指導されていま
した。
人気者の講師お二人とあって、お子さんより
も両講師の現役当時を知る保護者の皆さんが
ハッスルしながら教室に参加されていたような

中畑さんは打撃を熱血指導！

気がします。
「親子で一緒にカラダを動かそう！」をテーマに
行われているこの教室、野球未経験者・初心者向
けのプログラムとして行われ、今後オリンピック
まで様々なスポーツの教室が行われます。その野
球部門の教室の講師派遣をOBクラブでは協力
いたします。小学生のお子さんをお持ちの方、お
近くで教室がある際にはぜひともご参加を！

古田さんが丁寧に握り方を教えます

訃報：玉利 齊氏
玉利

齊 様が2017年10月14日にご逝去され

祝

叙勲

ＯＢクラブ顧問の
江本孟紀さん（元 阪神）が
旭日中綬章を受章しました。

岡山県幹事
辞任

中藤義雄さん（元近鉄）
アマチュア野球指導専任のため
就任 真栄喜正和さん（元 日本ハム）

活性化委員会設立
ＯＢクラブの財政基盤強化策の検討をテーマに掲げ活性化委員会
を設立いたしました。

理事会報告
平成29年度 第2回 理事会が下記の要項にて開催されました。
記
開催日：2017年12月14日（木）14：00 ～
議題 第１号議案 平成29年度事業実施状況報告に関する件
第２号議案 会員管理に関する件
第３号議案 平成29年度・財政中間報告に関する件
第４号議案 平成29年度・財政見通しに関する件
第５号議案 諸規程変更に関する件
報告事項
参加：理事18名、監事3名

訃報：黒田 勉氏
黒田

勉 様が2017年10月15日にご逝去され

ました（享年84歳）。平成23年第8期よりOBクラ

ました（享年81歳）。奈良県代表幹事を平成23年

ブ理事をお務めいただきました。公益財団法人日

までお務めいただきました。
ＯＢクラブ設立時より

本健康スポーツ連盟 会長、公益社団法人日本ボ

会員としてご活躍いただき、そして関西にＯＢクラ

ディビル・フィットネス連盟 名誉会長などを歴任さ

ブ事務局があった時代には近畿地区のＯＢクラブ

れ、スポーツ界のパイオニアとしてＯＢクラブに多

の活動に多大なるご尽力をいただきました。

大なるご尽力とご助言をいただきました。

みんなで集合写真！

故人のご功績を偲び、心から哀悼の意を表します。

故人のご功績を偲び、心から哀悼の意を表します。
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日本プロ野球ＯＢクラブ

OB会員選出

2017年シーズン ベストナイン
2017年シーズンの12球団を対象にしたベストナインを、
ＯＢクラブのOB会員が選出しました
投手
捕手

菅野智之
嶋基宏

巨人

参考：日本野球機構発表ベストナイン
パ・リーグ/セ・リーグ

楽天

J.ロペス 横浜
日本プロ野球OBクラブ
二塁手
菊池涼介 広島
（公益社団法人全国野球振興会）
一塁手

三塁手

2017
Best Selection
by OB Club

遊撃手
外野手
外野手
外野手

宮﨑敏郎
今宮健太
秋山翔吾
柳田悠岐
丸佳浩

横浜
ソフトバンク
西武
ソフトバンク
広島

東京 2017

OB達のセカンドフィールド

OB会員のお店や著書をご紹介します。ぜひ、
ご活用ください。※「OB News」でお店や書籍など掲載をご希望の
方は、事務局までお問い合わせください。

投手

菊池雄星／菅野智之

捕手

甲斐拓也／會澤翼

一塁手

銀次／J.ロペス

二塁手

浅村栄斗／菊池涼介

三塁手

Z.ウィーラー／宮﨑敏郎

遊撃手

今宮健太／田中広輔

外野手

柳田悠岐／丸佳浩

外野手

秋山翔吾／鈴木誠也

外野手

西川遥輝／筒香嘉智

指名打者

A.デスパイネ

WINTER

トレカフェスタ

篠塚和典さん

スポーツカードファンを対
象としたトレーディングカード
ショーが開催され、篠塚和典
さん、黒木知宏さんによるトー

野球入門

読めばメキメキうまくなる

実業之日本社

クショー、サイン会、撮影会も
満席となりました。
今回も主催である株式会社

定価：本体 1,400円＋税

大石 滋昭 著
野球が大好きになる！
子どもたちも一気に上達！
書籍PR｜本書は、小学生の子どもたちが自分で読める野球
の入門書です。
お父さんより上の世代の人たちは「◯◯選手の野球入門」
といった本を必死になって読んで、野球のルールや技術を覚
えました。インターネットが発達した現代、動画は昔よりも
簡単に見ることができます。ただ、好きなスポーツについて
は、自分で本を読んで写真や文字から情報を得ようとする子
どもたちもたくさんいます。
子どもたちにとって、少年期に正しくダイナミックな動きを
覚えていくことがとても大切です。これまで数多くの小学生
を指導してきた著者の大石さんならではの教え方があります。
子どもたちがどんなところで悩み、どんなクセがあり、それをどう指導すれば「カベ」を乗り越えら
れるのかをよーく知っているからです。
寝る前に30分、時間が経つのも忘れてぐいぐい読んじゃう…
そんな本に仕上がっています！

ミント様のご好意により当会
賛助会員様へはご招待券を頂戴し、OBクラブブースへは多くの
賛助会員様もお越し頂き会員更新、新規ご入会者のご紹介もい
ただきました。
トレカフェスタ 東京 2017 WINTER
・日

時：2017年12月3日（日）
12：30～16：00

・会

場：東京都立産業貿易センター

・主

催：株式会社ミント

・講

師：篠塚和典さん（元巨人）、

台東館7階（東京都台東区）

黒木知宏さん（元ロッテ）
黒木知宏さん
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PRE SENT CORNER
プレ ゼ ントコーナー

OBの直筆サインボール（各１名様）

応 募 方 法
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、
2月28日
（当日必着）
。

石嶺 和彦 さん

田淵 幸一 さん

門倉 健 さん

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。

OBの直筆サイン色紙（各１名様）

〒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.76 プレゼント」係

城之内 邦雄 さん

石毛 宏典さん×平野 謙さん

BA SEBALL COLUMN
ベースボールコラム

特別連載
vol.35

ファンミーティングでの見 学ツアー

公益財団法人

野球殿堂博物館

2017年11月25日（土）、野球

1988年の移転新装開館に際し田

殿堂博物館にて「日本プロ野球OB

淵氏からご寄贈いただいた資料で

クラブ ファンミーティング」が開

す。
この「444」
という数字は、長嶋

催されました。OB会員の田淵幸一

茂雄氏の通算本塁打記録で、この

氏、石毛宏典氏、高橋慶彦氏、宇野

記録に並んだ際のバットです。

勝氏がゲストとして登場、72名の

この 記 録 を田 淵 氏 は 西 武 時 代

賛助会員様には、4班に分かれ各

1983年5月26日の阪急戦で達成

ゲストと当館スタッフによる、約

しました。翌日の新聞には「中学時

45分の館内見学ツアーに御参加

代から目標だった」、
「（長嶋さん

いただきました。

が）僕に夢を与えてくれた」とのコ

常設展示・プロ野球の歴史コー

メントが記載されています。田淵

ナーには、田淵幸一氏の通算444

氏は法大時代に、長嶋氏が立大時

号ホームランバット、石毛宏典氏の

代に樹立した東京六大学の通算最

西武時代使用バット、高橋慶彦氏の

多本塁打記録（8本）を大幅に更新

日本記録である33試合連続安打

し、22本の記録を打ち立てていま

記念楯、宇野勝氏の中日時代使用

す。その目標である長嶋氏を追う

バットを展示しており、案内役であ

ようにプロ入りし、プロでの記録

る我々スタッフにとっても、ご本人

に並んだ際のバットを、特に記念

の生の説明を聞きながら実物資料

としてご自身で保管していたとの

を見学するという“プライスレス”

ことです。
このバットは引き続きプ

な経験をさせていただきました。

ロ野球の歴史コーナーで展示中で

ち な み に 田 淵 氏 の バット は 、

す。ぜひご覧ください。

ゲストの田淵氏、
石毛氏、
高橋氏、
宇野氏

ご自身のバットの前で語る田淵氏と当館廣瀬館長（右）

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

活動報告

2017 年 10 月〜 12 月

行 事 名（事 業 名）

場

所

とましんスタジアム
（北海道苫小牧市）

1日
（日） スポーツフェア

3日
（火） 平成29年度東京・阿南ふるさと光流会 東京ドームホテル（東京都文京区）
特別支援学校訪問
6日
（金） 「ふれあいティーボール教室」

8日
（日） スミセイ バイタリティ アクション
18日
（水） 夢・未来応援プロジェクト ブルペン
10
（金） 日本野球協議会（普及振興委員会）
月 20日
23日
（月） 日本野球協議会（資格制度検討部会）

横瀬町立横瀬小学校
（埼玉県横瀬町）
日大日吉高等学校
（神奈川県横浜市）
三郷市立吹上小学校
（埼玉県三郷市）

29日
（日） 筑西市体育協会 野球教室

ＮＰＢ
（東京都港区）
ＮＰＢ
（東京都港区）

7日
（木） 日本野球協議会（資格検討部会）

国際ホテル松山
（愛媛県松山市）
ホテル日航高知旭ロイヤル
（高知県高知市）
桃ノ木グラウンドほか
（群馬県前橋市）

2日
（木） 高知あけぼの会 年次総会
3日
（金）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（群馬）
4日
（土）
15日
（水） 日本野球協議会（普及振興委員会）

ＮＰＢ
（東京都港区）

16日
（木） 第12回関西地区
チャリティーゴルフコンペ
18日
（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（鹿児島）
19日
（日）
18日
（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（福岡）
19日
（日）
19日
（日） スポーツフェア
20日
（月） NPB AWARDS 2017
11
21日
（火） 第6回東海地区
チャリティーゴルフコンペ
月

23日
（木） 技術セミナー
23日
（木） 大崎上島町 人権文化講演会
25日
（土） ファンミーティング東京
25日
（土） ＪＡ共済少年野球教室
25日
（土） 宮城野ブッシャーズ創立40周年記念
野球教室
25日
（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（大分）
26日
（日）
25日
（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（埼玉）
26日
（日）
26日
（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉）
27日
（月） 第24回関東地区
チャリティーゴルフコンペ

三田レークサイドカントリー
クラブ（兵庫県三田市）
天保山中学校ほか
（鹿児島県鹿児島市）
片江中学校ほか
（福岡県福岡市）
アラジンスタジアム
（兵庫県加西市）
グランドプリンスホテル新高輪
（東京都港区）
愛岐カントリークラブ
（岐阜県可児市）
国際ファッションセンター
（東京都墨田区）
大崎上島文化センター
（広島県豊田郡）
野球殿堂博物館ほか
（東京都文京区）
南部総合スポーツセンター
（熊本県熊本市）
東北福祉大学野球場
（宮城県仙台市）
ダイハツ九州スタジアムほか
（大分県宇佐市）
狭山市営奥富運動公園野球場
（埼玉県狭山市）
松戸市立第一中学校ほか
（千葉県松戸市）
レイクウッド総成カントリーク
ラブ（千葉県成田市）

会員情報

筑波大茗荷谷
（東京都文京区）

学生野球資格回復研修会
（アマ側）

立教大学
（東京都豊島区）
田野運動公園野球場ほか
（宮崎県宮崎市）

日本プロ野球ＯＢクラブ杯
（宮崎）

県民総合運動公園野球場ほか
（熊本県熊本市）
松戸市立第一中学校ほか
10日
（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉）
（千葉県松戸市）
・四国地区
鷹ノ巣ゴルフクラブ
12日
（火） 第6回中国
チャリティーゴルフコンペ ※積雪中止 （広島県廿日市市）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯
（熊本）

14日
（木） 第2回理事会、第2回コンプライアンス委員会 後楽園飯店（東京都文京区）
15
（金） 学生野球資格回復研修会（プロ側）
16
（土）
学生野球資格回復研修会
（アマ側）
17
（日）

関西大学第一高校（大阪府吹田市）
関西大学千里山キャンパス
（大阪府吹田市）
松戸市立第一中学校ほか
（千葉県松戸市）
奥市公園野球場ほか
（岡山県岡山市）
仙台駅前貸会議室
（宮城県仙台市）

16日
（土） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉）
16日
（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯
（岡山）
17日
（日）
17日
（日） 東北・北海道地区ブロック会議
23日
（土） 第39回ユニセフ ハンド・イン・ハンド

有楽町駅前広場（東京都千代田区）

■新入会員一覧

2017年11月30日 現在

氏 名
佐藤 健一
有隅

■訃報

昭二

年齢
58

ポジション

ヤクルト

49

投手、審判

内野手

謹んでお悔やみ申し上げます。

氏 名
黒田 勉
上條

代表出身球団
ロッテ

代表出身球団
逝去日
近 鉄
2017年10月15日

皇裕

大

毎

2017年11月17日

享年 生年
81 1936
77

1940

Q. 野球人生で一番の思い出を教えてください
A. プ
 ロ野球が前・後期に分かれていた時代に1度だけ優勝を経験しまし
た。大切な思い出です。

佐藤 健一さん
（兼伊知）
（さとう けんいち）プロフィール
1959年9月13日生まれ
（58歳） 北海道札幌市出身
◦北 海高等学校➡ロッテオリオンズ（’
78 – ’
92)➡千葉ロッテマリーンズ
コーチ➡
（’
93 – ’
07 ・ ’
10 – ’
17)
◦1000試合出場

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
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ＮＰＢ
（東京都港区）

学生野球資格回復研修会
（プロ側）

A. 長 年コーチとしてプロ野球選手を指導してきましたが、
これからの指
導対象は野球少年・少女、中・高・大学生となります。
まずは野球を好き
になってもらえるように、選手が楽しめる指導を心掛けたいと思って
います。指導対象の裾野が広がることで、指導法がどのように変化し
ていくのか、自分自身に期待しています。

佐藤 健一 さんが入会しました

公益社団法人全国野球振興会

8日
（金）
9日
（土）
10日
（日）
12 9日
（土）
月 10日
（日）
9日
（土）
10日
（日）

Q. OBクラブ会員としての意気込みを教えてください

ようこそＯＢクラブへ！

日本プロ野球OBクラブ

2日
（土）
日本プロ野球ＯＢクラブ杯
（千葉）
3日
（日）
2日
（土）
諫早市営球場ほか
日本プロ野球ＯＢクラブ杯
（長崎）
（長崎県諫早市）
3日
（日）
2日
（土）
子どもの競技力向上スポーツ教室事業 いきいき広場
（東京都新島村）
3日
（日）
玉名カントリークラブ
（熊本県玉名市）
墨田区総合体育館
6日
（水） 第2回常務理事会、第3回活性化委員会 （東京都墨田区）

筑西市下館運動場（茨城県筑西市）

AWARD
1日
（水） 四国アイランドリーグplus
2017

所

5日
（火） 第18回九州地区
チャリティーゴルフコンペ

田辺市立ひまわり保育園
（和歌山県田辺市）
長生の森総合公園野球場
（千葉県茂原市）

29日
（日） スポーツフェア

場

ホテルラングウッド
（東京都荒川区）
松戸市立第一中学校ほか
（千葉県松戸市）

ホテルノースシティ
3日
（日） 日本野球連盟北海道地区連盟
平成29年度ベストナイン表彰式・納会 （北海道札幌市）

墨田区総合体育館
26日
（木） 第2回活性化・第6回財務 合同委員会 （東京都墨田区）

27日
（金） キッズベースボール

行 事 名（事 業 名）
1日
（金） 西誠会 講演会

仲の良いＯＢ会員の方はいますかの質問に「私をコーチに指名してくれた
八木澤理事長です。」
と答えてくださった佐藤さん。
ＯＢクラブでも八木澤
理事長、そしてＯＢ会員の皆さんと共に日本全国のプロ野球選手の卵た
ちへ素晴らしい指導をお願いします。

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12月

