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北海道
青森県
岩手県
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山形県
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下妻市
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西岡中央公園野球場
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鳥海球場
角田市野球場
酒田市光ヶ丘野球場
いわせグリーン球場
下妻市千代川運動公園野球場
清原球場
敷島緑地河川敷グラウンド軟式野球場
戸田市少年野球専用球場・道満野球場D面

柳泉園グランドパーク
愛生運動広場
秦野戸川公園
甲州市塩山総合グラウンド
豊丘村村民運動広場
美山球場
清水庵原球場
パロマ瑞穂野球場
夜明け前スタジアム
登茂山野球場
魚津桃山運動公園野球場
輪島市門前野球場
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大谷公園野球場
精華町立東光小学校
三郷中央公園多目的広場
くろしおスタジアム
守口市大枝公園多目的球技場
黒田庄ふれあいスタジアム
鳥取市営美保球場
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協　　力

第24回ダイワハウス 全国少年少女野球教室
2018年5月13日（日）　※所要時間：約3時間
全国47都道府県48会場　　※原則：道府県各1会場（東京都のみ2会場）
日本プロ野球ＯＢクラブ（公益社団法人 全国野球振興会）
スポーツ庁
大和ハウス工業株式会社
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
株式会社住ゴム産業、早川繊維工業株式会社
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
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

参 加 料
派遣講師

趣　　旨

内　　容
事 務 局

ホームページ

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
無料
日本プロ野球OBクラブ会員のプロ野球出身者

（選手、審判、トレーナー他）
人数：全国で約370人　※1会場：4 ～ 15人程度

「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
も達に野球の魅力や楽しさを伝えるとともに心の触れ合いができ
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
少年少女への技術指導及び指導者・保護者との交流
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
http://www.obclub.or.jp/

第24回ダイワハウス
全国少年少女野球教室

都道府県 開催地（都市・会場） 開催時間 都道府県 開催地（都市・会場） 開催時間

5月13日（日）開催

理事長挨拶

八木澤荘六日本プロ野球ＯＢクラブ 理事長

今年も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、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。
5月13日は、全国各地でたくさんのOBの方々が野球少年少女とふれあう一日となります。
全ての方々にとって特別な一日となるよう、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。

2018年5月13日（日）  第24回ダイワハウス全国少年少女野球教室  開催地一覧

第24回　ダイワハウス全国少年少女野球教室　開催概要

（2018年3月6日現在）

（2018年3月6日現在 ※空欄部分は調整中です。）

2月・3月の平昌冬季オリンピック・パラリンピックでは日本選手の活躍に日本中が熱狂しました。この勢
いのまま2018年も多くのスポーツを通じた感動があることを期待しています。今年は全国高等学校野
球選手権大会〔夏の甲子園〕が第100回の記念大会を迎えます。こちらも大いに盛り上がることでしょう。
OBクラブ恒例、第24回を迎えるダイワハウス全国少年少女野球教室を5月13日（日）全国一斉に開催し
ます。今年のメイン会場は福岡県朝倉市です。昨年豪雨で大きな被害に遭われた方たちにとってこの野
球教室が少しでも励みになればと思っています。
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関西ファンとの集い 2018 年 Fan Festival

プロ野球OBオールスターゲーム
 ～野球のまち阿南10周年記念事業～

野球でまちおこしを進めようと「野球のま
ち阿南」を宣言しこの度10周年を迎えた
徳島県阿南市が記念事業として「プロ野球
ＯＢオールスターゲーム」を3月17日（土）
に開催しOBクラブから36名が出場し晴
天の中、セントラルリーグとパシフィック
リーグに分かれて試合を行いました。
開会式では私設応援団ABO60（60歳以上
のチアガール）がベンチ前で花道をつくって
選手入場を盛り上げ、国歌斉唱、国旗掲揚の
後、八木澤理事長（パ）と地元徳島出身の白
石さん（セ）の先発で試合が始まり両投手
とも1回を打者3人で打ち取りました。好
プレー珍プレーもありご来場いただいた
1,100名の野球ファンの皆さまには楽しん
でいただけたことと思います。なお、試合は
11対4でパ・リーグが勝利をおさめました。
また、同日夜には市内ホテルにて野球ファ
ンの皆さまとの懇親会も行われ、阿波踊り
でのお出迎えを受け盛会に終了しました。
翌日午前は35歳以上を対象とした野球教
室を行い、同世代同士でのキャッチボール、
守備・打撃練習に約2時間汗を流しました。

（2018年2月21日　於：浅草ビューホテル）

日本プロ野球OBクラブが誕生したのは1994年4月。
当初、結成に向け奔走されたのが、このたび旭日中綬章
を叙勲されたOBクラブ顧問の江本孟紀さん。OBクラ
ブ会報誌が、現役選手にも届くようになったことを記念
して、OBクラブの現在、過去、未来を語ってもらった。

　約25年前（参議院議員時代）、国会で小
澤一郎さんはじめスポーツに関心のある
議員さんたちとの懇談で、まず野球振興
議員連盟を作り、そこから活動を始めたら
どうかとアドバイスされたのが、その後の
OBクラブ誕生につながった。その中で、

『まずOBが社会貢献活動をしなければい
けない』という話になり、当時の豊田泰光
さんや川上哲治さん、青田昇さん、千葉茂
さん、山内一弘さんら重鎮に相談をしたと
ころ「事務局長はお前がやれ」ということ
になった。その後、議員連盟のメンバーと
東京ドームで親睦ＯＢ野球試合を開催し、
当時話題にもなった。
　スタートはまず各球団のOB会名簿を
集めて、約4,000人のOBに手紙を送るこ
と。「野球でお世話になったんだから、ボラ
ンティアで野球振興に取り組もう」との呼
び掛けに、結果として約1,600人が賛同、
会員になってくれた。現状プロ野球OB
の野球引退後における第二の人生は狭い。
解説や現場に戻る人はいい。そうではな
い人が、どうやれば野球に携わることがで
きるのか、プロとアマの壁を取り除くため
にどうしたらいいか、そのための活動、運
動をするためには、どうすればいいか、検
討するうち法人格の組織が必要となった。
文科省の理解と支援もあり、約10カ月程
度で社団法人化できたのは異例の速さで
あった。ひとつにはOBの皆さんの協力
のおかげでもあった。
　その後、紆余曲折があったとはいえ、現
在は学生野球資格回復制度もできOBク
ラブの当初の一定の目的は達成されたの
だが、今後はこれをどうやっていい方向に

もっていくかだと思う。
資格回復しても、実際に
指導にあたっている方
は少ないと聞いている。
どうしたら指導者とし
て認めてもらえるか、今
もう一度、原点に立ち
返って真剣に議論して
方向性を出さないとい
けないと思う。そこに
OBクラブ本来の理念がないといけない。
問題はこの点に尽きると思う。
　米国のアマチュア指導者のほとんどは
プロ出身。厳しいプロとアマの垣根はな
い。それが普通だが、日本ではまだまだ違
和感があるし、OBが野球に関わってでき
る仕事の範囲も狭い。その点では、OBク
ラブの究極の目標に今一つ達していない。
それができれば、プロを含めた日本の野球
界の土台ができると思う。そのためにま
すますOBの理解と協力が必要になって
くる。
　また、OBを指導者に育てることが野球
振興につながることは当然だが、育てる場
がないのが現状だ。そしてクラブチーム
やその他の野球に関する組織や全国で14
チーム（日本独立リーグ野球機構加盟）あ
る独立リーグを含め、監督、コーチが不足
している。成り手がいないのと生活保障
がないのが問題である。しかし、指導者に
なりたいOBの修行、育成の場としてOB
クラブが独立リーグに様々な形で参加で
きたらいいと思うし、指導者を育てるには
格好の場所。地道にやれば、NPBや世間
から認められ球界復帰のチャンスも出て

くると思う。難しいと思うが、アイディア
としてOBクラブで独立リーグの球団を
持つというのはどうか。OBの活躍の場を
提供できるし、チャンスも増える。野球振
興が地域の活性化につながることによっ
て、地方の自治体も物心両面で協力してく
れるはずだ。是非ともこの構想を検討し
て、OBクラブ発展のために皆さんに頑
張ってもらえたらと思う。

in阿南

プロ野球OBオールスターゲームin阿南　出場選手一覧
～野球のまち阿南　10周年記念事業～

白石静生
齊藤明雄
中西清起
前田幸長
内藤尚行
藤田太陽
井川　慶
相川亮二
小田幸平
高橋慶彦
斉藤浩行
高橋雅裕
八木　裕
笘篠賢治
屋鋪　要
大野　久
佐伯貴弘

田尾安志

氏名

広島東洋カープ
横浜ベイスターズ
阪神タイガース
読売ジャイアンツ
ヤクルトスワローズ
阪神タイガース
阪神タイガース
読売ジャイアンツ
中日ドラゴンズ
広島東洋カープ
広島東洋カープ
横浜ベイスターズ
阪神タイガース
ヤクルトスワローズ
読売ジャイアンツ
阪神タイガース
横浜ベイスターズ

阪神タイガース

代表出身球団

監督
（選手兼任）

外野手
(3人)

内野手
(5人)

捕手
(2人)

投手
(7人)

ポジション
［ セ・リーグ ］

加藤伸一
津野　浩
佐野慈紀
石井　貴
マック鈴木
川井貴志
定詰雅彦
田口昌徳
湯上谷竑志
大島公一
吉永幸一郎
鈴木　健
本間　満
村上隆行
中根　仁
高橋　智
柴原　洋

八木澤荘六

氏名

福岡ソフトバンクホークス
北海道日本ハムファイターズ
近鉄バファローズ
西武ライオンズ
オリックス・ブルーウェーブ
東北楽天ゴールデンイーグルス
千葉ロッテマリーンズ
福岡ソフトバンクホークス
南海ホークス
オリックス・バファローズ
福岡ダイエーホークス
西武ライオンズ
福岡ソフトバンクホークス
近鉄バファローズ
近鉄バファローズ
オリックス・バファローズ
福岡ソフトバンクホークス

パ先発（八木澤） ABO60セ先発（白石） 大人の野球教室

ロッテオリオンズ

代表出身球団

監督
（選手兼任）

外野手
(4人)

内野手
(5人)

捕手
(2人)

投手
(6人)

ポジション
［ パ・リーグ ］

江本孟紀さん
インタビュー

SPECIAL INTERVIEW

※敬称略、各ポジション年齢順

Profile

1947年7月22日生まれ（70歳）
高知県高知市出身
高知市立高知商業高校→法政大学→熊谷組→
東映フライヤーズ (’71)→南海ホークス (’72 – 
’75)→阪神タイガース (’76 - ’81)
高知ファイティングドッグス 総監督
オールスターゲーム出場（4回）、1,500投球回、
100勝、1,000奪三振
旭日中綬章

江本 孟紀さん
えもと   たけのり

リーガロイヤルホテル大阪
「光琳の間」

一般（大人）
　　（子ども）
賛助会員 

12,000円
6,000円

10,000円
日本プロ野球OBクラブ

〒530-0005   大阪市北区中之島5-3-68
TEL：06-6448-1121

大和ハウス工業株式会社
ご参加希望の方は、OBクラブ会員もしくは
下記事務局へ電話・メール、または
FAXにてご連絡をお願いいたします。
入金確認後、チケットをお送りさせて
いただきます。

日本プロ野球OBクラブ事務局
（受付　平日10：00～17：00）
〒130-0012 東京都墨田区太平 4-13-2 
太平サクラビル2F
TEL：03-3626-8911  
E-mail：info@obclub.or.jp

懐かしの選手が多数参加！

参加予定OB

会場

参加費

主催

お問合せ

お申し込み方法

特別協賛

ファンとの集い

2018年7月14日（土）
18:30~

咲かせませんか！
野球談義に華を

私たちと

Thanks festivalThanks festivalThanks festival
サ ン ク ス 　 　 　 　 　 　 　 　 　  フ ェ ス テ ィ バ ル

日時

写真撮影会
サイン会

往年の名選手の
トークショー

ステージイベント

八木澤荘六さん
元ロッテオリオンズ監督

吉田義男さん元阪神タイガース監督

岡田彰布さん元阪神タイガース監督

亀山　努さん
元阪神タイガース

上田二朗さん
元阪神タイガース

岡本伊三美さん
元近鉄バファローズ監督

日本プロ野球OBクラブ

※参加予定のOBは変更の可能性もございます。
　ご了承ください。

・元田昌義さん（元南海ホークス）
・大原徹也さん（元近鉄バファローズ）
・大門和彦さん（元横浜大洋ホーエルズ）

・小川　亨さん（元近鉄バファローズ）
・岡　義朗さん（元阪神タイガース）
・藤本貴久さん（元読売ジャイアンツ）

・西川克弘さん（元広島東洋カープ）
・和田　徹さん（元阪神タイガース）
・石井　毅さん（元西武ライオンズ）・芝池博明さん（元近鉄バファローズ）

［ 実行委員 ］
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遠藤：大野さんは、ご自身も1991年に受賞さ
れた、日本プロ野球で優秀救援投手に贈られる

「ファイアマン賞」を覚えておられますか？この
賞は安田火災海上保険（現：損害保険ジャパン日
本興亜）が協賛で、当時社員であり野球ファンで
もあった私には大変思い入れが強く、毎年楽しみ
にしていました。大野さんが受賞した当時のこ
ともよく覚えており、今回こうしてお話できるこ
とを、とても嬉しく感じます。
大野：そうでしたか。当時はセーブに対する考
え方や評価が確立されつつあった時代だったの
で、「ファイアマン賞」の受賞は投手の励みであ
り、目標でした。
遠藤：広島カープと言えば、私の大学の後輩であ
る福井優也投手も活躍していますよね。2010
年のドラフト会議で日本ハムの斎藤投手、西武の
大石投手とともに、“早大トリオ”として世間を沸
かせていました。
大野：福井投手は、僕がコーチ時代に入団した
選手です。気持ちがすぐに表に出るタイプの投

手だったので、
試合中に相手に
悟られないよう
にと指導したも
のです。昨シー
ズンは1軍での
活 躍は 遠 のい
ていましたが、
信頼されるピッ
チャーになって
戻ってくると信
じています。

は自分で作るべきだと思います。いろいろな情
報を得て、技術を磨いて枝を増やすことは良いこ
とです。そのあとにどんどん無駄を省いて幹を
太くしていければ良い。私は、自分の信念を通し
て良かったと思っています。
遠藤：信念が大切なのは、どこでも同じですね。
プロ野球界の新人採用と言えばドラフト会議。
広島カープは、2017年の甲子園を盛り上げた
広陵高校の中村奨成捕手を獲得しましたね。ヤ
クルトスワローズで活躍した古田敦也選手のよ
うになるかと、今から楽しみです。
大野：甲子園で大ブレークしましたからね。広
島県民にとっては本当に明るいニュースで、皆、
元気になりました。
遠藤：中村選手は、お母さん想いだそうですね。
大野さんと同じですね。大野さんがプロになる
と決めたのは、お母さまへの強い気持ちからだっ
たのでしょうか？プロ入団へと、気持ちを切り替
えたタイミングがあったのですか？
大野：元々プロに入るつもりはなかったんです。
母に少しでも楽をさせてあげたい、早く仕事を、
という気持ちが強く、金融機関に就職しました。
その後、様々な出会いや出来事があってプロに
挑戦したいと思うようになり、「プロへの入団テ
ストを受ける」と母に報告しました。
遠藤：お母さまがホームに入居されてちょうど
9年が経ちますが、お元気でいらっしゃいますね。
大野：そうですね。我々の世代だと、「親の面倒
を自宅で看ないなんて」という人もいますが、そ
れぞれ家庭の事情があります。私たち家族の場
合は、お互いにきちんと話をして決めました。私
としても、たとえば母が日中は家で一人きりで、
人と対話がないという環境よりは、ホームにいた
方がずっと安心ですし、本人も人と接する機会が
あるのはうれしいんじゃないかな。本当に、お世
話になって良かったと思っています。家にいた
ら妻も負担が大きいし、僕も心配。母も、今のよ
うに元気ではいられなかったように思います。
遠藤：そうおっしゃっていただけると、私も嬉し
いです。お母さまとの思い出を、教えていただけ
ますか？
大野：私は母の働く姿を見て育ちました。貧し
い暮らしでしたが、同時に、周りのたくさんの人

遠藤：選手を指導するに当たって、どのようなこ
とを大切にされているのですか？
大野：私たちの時代は「とにかくやらなければ」
といった責任感やハングリー精神など「想い」が
強く、コーチや監督から厳しい物言いをされても
皆受け止めていたものですが、生活環境が恵ま
れている現代は、選手に対する伝え方が難しい
と感じることがあります。そうした中で意識し
ているのは、選手の良いところをいかに認めるか
ということです。欠点を直そうとばかりしてい
ては、選手はなかなか伸びない。良いところを認
め、力を伸ばす。そのうえで、できないことや弱
い部分を改善し、さらなる成長を目指すことが大
切だと感じています。
遠藤：同感です。私が社長を務める介護事業に
は、約2万5千人の社員がいます。一人ひとりが
お互いに良いところを伸ばし合えるよう、「ほめ
る文化の醸成」を事業目標に掲げるなど、さまざ
まなことに取り組んでいます。
大野：私も、選手への伝え方を工夫しています。
以前自分ができたことを思い浮かべて選手に伝
えるのではなく、自分ができなかったときのこ
と、そのときコーチから受けたアドバイスを思
い起こして伝えることで、お互いに心を開くこ
とができると思っています。また一方的に伝え
るのではなく、相手からも意見を引出し、考えさ
せ、耳を傾ける。そういったコミュニケーション
が、指導だけではなく、人間関係を深めていく鍵
になります。
遠藤：本当に、今と昔とでは隔世の感があります
ね。生活環境はもちろん、スポーツの指導方法な
ども大きく変わりました。私は昭和29年生まれ

で、大野さんも30年生まれですから同年代。中
高生の頃、監督・コーチから「練習中は水を飲む
な」と指導されたものですよね。
大野：今は、どんどん飲めという時代ですから
ね。トレーニング方法の他にも、昔はトイレが
和式だったり、寝食は畳の上だったりと、足腰を
使う習慣が多くありましたが、それが今は減っ
ています。そのため、今の投手は練習量が多い
にもかかわらず、下半身の粘りがないと感じる
ことがありますね。とはいっても、皆が異なる
生活環境で育ってきたことは理解し、体の状況
を見て、指導してあげないといけない。「昔はこ
うだった」という言葉はあまり言わないように
しないとね。
遠藤：野球という厳しい勝負の世界でも、そこま
で選手に寄り添っておられるとは驚きです。私
もコミュニケーションが大事だと常に考えてい
ます。私が介護事業に携わるようになったのは
61歳の時。未知の業界でした。だから、まずは
現場に足を運ぼうと考えました。全国の事業所
を回って、社員やご利用者さまとたくさんの話を
しました。
大野：野球でも、監督やコーチ、仲間と話をして、
気づくことはたくさんあります。コミュニケー
ションは大切ですね。
遠藤：大野さんと言えば、独特の投球フォームで
すよね。当時、監督やコーチからそのフォームを
修正する指導などはあったのでしょうか。
大野：指摘をもらい、投球フォームを直す練習を
したこともありましたが、矯正できない部分、こ
こだけは変えられないという信念のようなもの
があります。自分の中のぶれない軸、芯というの

たちにお世話になったという記憶もあります。
母からは、「物を買ってあげたいけど買ってあげ
られない」という親として切ない気持ちを抱いて
いるのを痛切に感じていましたね。「今は我慢し
てくれ」と。それが、私の野球人生における我慢
強さや粘り強さに繋がったように思います。「勉
強しろ」と言われたことはほとんどありません
が、「人様に迷惑をかけるな」とは口酸っぱく言わ
れていました。そのような環境で育って、今があ
るのだと思います。また、小学3、4年の頃、母に
黒いグローブを買ってもらったことが、思い出深
いですね。
遠藤：実は、私は現在89歳の母と同居している
んです。まだまだ元気ですが、やはり心配はあり
ますね。母親にとっては、いつまでも子どもは子
どもでね。今朝、私が広島に向かうときも、母か
ら気をつけろと言われましたよ。今日はホーム
に大野さんが会いにいらっしゃって、お母さまも
嬉しかったでしょうね。
大野：ここから一つ山を越えれば、すぐ自宅なん
ですよ。気軽にちょこちょこ会いに来られます。
そして、体調が悪くならないうちに早く入居を決
めたことは、良かったと思っています。ストレス
が少ない環境を用意してあげたいという気持ち
がありますし、本人にも良かったと思ってほしい
ですしね。
遠藤：そうですね。これからは平均寿命だけで
はなく、健康寿命を延ばす方に目を向けて、会社
として何か貢献できたらと思っているところで
す。保険と介護の相乗効果だけでなく、「世界に

誇れる豊かな長寿国日本」の実現に向けて、常に
チャレンジしていきたいですね。大野さんはこ
れからも、継続して野球に関わっていかれるので
すか。
大野：野球を通じて今がある。そして、おかげさ
まで今も野球に関する仕事ができている。本当
にありがたいことだと思っています。もう一度
現場に戻って、若手の育成やチーム作りに関わり
たいという気持ちもあります。監督やコーチは
どんどん若返っていますから、難しいかもしれな
いですけどね。それが叶わなくても、少しでも長
く野球に携わりたいという気持ちは、ずっと持ち
続けるでしょうね。
遠藤：やはり、グラウンドで直接選手と接するの
は楽しいですか。
大野：楽しいです。最初は「カープの人間」と思
われがちで、他のチームで話を聞きづらいこと
もありました。スパイだと思われたんでしょう

（笑）。来シーズン以降も、カープにはもちろんが
んばってもらいたいし、野球界全体が盛り上がっ
てくれるといいですね。私も、微力ながら貢献し
ていきたいと思っています。

特別賛助会員であるＳＯＭＰＯケアグループとＯＢクラブは、顧客紹介業務提携契約を締
結しており、同グループが運営する介護付きホーム、サービス付き高齢者向け住宅へのご
入居の際、優待割引を受けることができます。

さまざまなシーンに対応する介護の総合ブランド

日本プロ野球 OB クラブの皆様からのご紹介で SOMPO ケアの介護付き
ホーム（介護付有料老人ホーム）、サービス付き高齢者向け住宅※へご入居
の際、優待割引致します。

Profile

1954年3月3日生まれ（64歳） 
1976年安田火災海上保険（株）

（現・損害保険ジャパン日本興亜）入社。
2016年4月よりＳＯＭＰＯケアネクスト

（株）代表取締役社長、2017年6月より
ＳＯＭＰＯケアメッセージ（株）
代表取締役社長に就任。

遠藤 健さん
えんどう けん

※一部対象外の施設がございます。

※その他居住系サービスのホームを含みます。
注1）展開状況については、２０１７年３月末現在　注2）事業所数については、サービス種別登録数（拠点数ではありません）

1955年8月30日生まれ（62歳） 
島根県出雲市出身　島根県立出雲商業高校→
出雲市信用組合→広島東洋カープ （`77 – `98）
最優秀防御率2回、最優秀救援投手、月間MVP3回、
沢村賞、ファイアマン賞、野球殿堂競技者表彰、
2,000投球回、1500奪三振、100勝、700試合登板、
100セーブ、オールスターゲーム出場（10回）

※対談は2017年11月27日、SOMPOケア ラヴィーレ広島光が丘4Fカフェで行われました。
記事内記載の役職等については、2017年11月時点のものとなります。

大野 豊さん
おおの  ゆたか

大野豊さん遠藤健さん

広島投手王国の一時代を支えた大野豊氏。そして、全国で介護事業を展開するＳＯＭＰＯケアグループで代表
取締役社長を務める遠藤健氏。大野氏のお母さまがSOMPOケアグループの介護付きホームに入居している
ことから、今回、2人の対談が実現。人材育成や理想のシニアライフなど、話題は多岐にわたりました。

SPECIAL TALK

介護付きホーム サービス付き高齢者向け住宅

介護出張サービス
在宅巡回サービス

（24 時間在宅フルサポート）

通所介護
（デイサービス）

割引の一例 前払金の3%または20万円のいずれか高い金額を割引致します！

優 待 割 引 の ご 案 内

～対談：「人材育成論」と「理想のシニアライフ」～

SOMPO ケア
www.sompocare.com

検索

全国

ホーム※
299

全国

ホーム
132

全国

事業所
694

全国

事業所
62

優待割引の他、資料請求・見学のお申し込み・
介護に関するご相談などお気軽にお問合せください）（



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
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『ベースボール・コーチング・セミナー（全国アマチュア野球指導者講習
会）』を今年は下記４か所で開催しました。

（特別協賛：大和ハウス工業株式会社）
各地とも、受講者の方々から講師へ指導上の悩みや練習法についての質問

日本プロ野球OBクラブがオフィシャル・サポーターを務
める「エコボール」の第2回全国集会が香川県坂出市のホテ
ルで2月17日に開かれ、八木澤理事長が出席しました。
20個の硬式ボールの修繕から始まった「エコボール」の取
り組みは今年で9年目を迎え、今では全国29の障がい者
福祉事業所などに広がり、158の高校野球部を含む239の団体から硬式
ボールの修繕の委託を受けるまでに発展しているとのことです。
全国集会には、ＯＢクラブ京都府代表幹事の大門和彦さん（元大洋）が代
表取締役を務める障害者就労支援継続事業B型事業所（株）スマイルワー
クをはじめ14の事業所が集まり、八木澤理事長から地元の社会福祉法人
楽笑福祉会の山条真嗣理事長に、修繕用の縫い糸の目録が贈られました。

「エコボール」については次号で詳しく取り上げる予定です。

1月20日（土）大阪地区技術セミナーに星
稜高校元監督・山下智茂さんを講師にお招
きしました。「高校野球の指導者の役割」と
題し、学生指導について講義していただき
ました。幾度も甲子園に監督として臨ま
れた経験談は非常に貴重なお話でした。

東京都立城北特別支援学校でティーボール体験会を実施

各大会開催報告2月7日(水)に東京都立城北特別支援学校で「ティーボール体験会」を実
施しました。
オリンピック・パラリンピック教育の一環として行われ、ＯＢクラブから
講師として秦真司さん（元ヤクルト）、古川慎一さん（元ロッテ）、鈴木健さ
ん（元西武）、三井浩二さん(元西武)が参加しました。
オリンピック・パラリンピック教育ということで、ロサンゼルスオリン
ピック金メダリストの秦さん、古川さんには、当時の金メダルを生徒の皆
さんへ披露していただきました。
そして野球の基本動作である「打つ」という動作
を通じて、2020年の東京オリンピックで復活
する野球・ソフトボールの楽しさに触れていただ
きました。
体験会終了後には生徒の皆さんから「次の体育
の授業でまたティーボールをやってみたい！」と
いう声もあがっており、今回の体験を機に、「野
球」というスポーツの魅力を一人でも多くの方に
感じてもらえればと思います。

1月12日から3日間、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)」が国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されま
した。各団体の資格を取得できる講習会としてカリキュラムが構成されてい
ます。ＯＢクラブから8名のＯＢ講師を実技指導へ派遣し、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の技術論に耳を傾けていました。

ＯＢクラブ主催中学校野球大会「日本プロ野球OBクラブ杯」が下記の通
り開催されました。
また、福岡大会では、特別協賛の九州医療スポーツ専門学校によるスト
レッチ・整体教室が行われました。

が多く飛び交っており、講師の方々はその質問一つ一つに丁寧に答えてい
ました。
受講していただきました指導者の方々には、今回の講習会で学んでいただ
いたことを是非とも今後の指導に活かしていただければと思います。

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～

技術セミナー

社会貢献事業「オリンピック・
パラリンピック教育 ティーボール体験会」

2017年度 野球指導者講習会（BCC）

日本プロ野球 OB クラブ杯
～ supported by 学校法人国際学園 九州医療スポーツ専門学校～

エコボール全国集会

投手：小林誠二さん（元広島）

捕手：西山秀二さん（元巨人）

守備：石毛宏典さん（元西武）

打撃：八木　裕さん（元阪神）

三重県会場 1月20日

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）

高知県会場 2月18日

投手：前田幸長さん（元巨人）

捕手：市川和正さん（元大洋）

守備：本間  満さん（元ソフトバンク）

打撃：小早川毅彦さん（元広島）

北海道会場 1月28日

投手：福間　納さん（元阪神）

捕手：吉永幸一郎さん（元巨人）

守備：岡　義朗さん（元阪神）

打撃：佐々木恭介さん（元近鉄）

島根県会場 3月10日

講師

ファンミーティング
1月21日（日）甲子園歴史館および甲子園プレミア
ムラウンジにてファンミーティングを開催しまし
た。トークショーでは「夏の甲子園100回大会」を
テーマに八木澤理事長、太田幸司さん（元近鉄）、荒
木大輔さん（元ヤクルト）にご登壇いただきました。

九 州 医 療 ス ポ ー ツ
専門学校によるスト
レッチ教室

宮崎県大会優勝　美々津中学校

福岡（第9回）
鹿児島（第7回）
大分（第8回）
埼玉（第5回）
千葉（第6回）

長崎（第9回）
宮崎（第8回）
熊本（第8回）
岡山（第4回）

11/18、19
11/18、19
11/25、26
11/25、26
11/26
12/2、3、10、16
12/2、3
12/9、10
12/9、10
12/16、17

多々良中央
甲南
鶴見台
安松
和名ヶ谷

愛宕
美々津
出水
芳泉

日程 開催日 優勝校

第10回「東京ベースボールスクール」22名の生徒が無事卒業しました。
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、今後も飛躍
していくよう引き続き活動していきます。

東京ベースボールスクール

指導講師

日時 2017年12月1日（金）～ 2018年2月16日（金）　全10回

会場 明治神宮室内球技場（東京都新宿区）

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）
　　　　・本間　満さん（元ソフトバンク）
メンタル部門・武野顕吾さん（元横浜）
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平成30年度収支予算

2017年度・寄付金収支報告

定時総会のご案内

ブロック会議

訃報

平成30年6月20日（水）
会場：東京都内

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。

小池唯夫様が2017年11月30日にご逝去されまし
た（享年85歳）。平成24年第9期より理事、平成26
年からは相談役をお務めいただきました。毎日新
聞社 社長、パ・リーグ会長
を歴任され、ＯＢクラブ
の野球界発展を目指した
活動にご尽力とご助言を
いただきました。故人の
ご功績を偲び、心から哀
悼の意を表します。

片平晋作様が2018年1月22日にご逝去されまし
た（享年68歳）。平成23年より野球事業推進委員
会　副委員長をお務めいただきました。ＯＢクラ
ブ設立時より会員として
ご活躍いただき、ＯＢク
ラブの野球普及活動に多
大なるご尽力をいただき
ました。故人のご功績を
偲び、心から哀悼の意を
表します。

2017年度ブロック会議を開催しました。都道府県代表幹事、各ブロッ
ク在住のＯＢ理事・野球事業推進委員が集まり、より活発な野球振興普
及活動の展開などについて協議しました。

●全国少年少女野球教室
　分散開催について
●野球指導者講習会（BCS）
　ブロック別巡回開催について
●スポーツフェア
　開催地誘致について

写真：毎日新聞社提供

主な議題北海道・東北ブロック

九州ブロック

近畿ブロック

北信越・東海ブロック

中国・四国ブロック

関東ブロック

2017年12月17日

2018年1月14日

1月15日

1月26日

1月27日

1月29日

＠宮城県

＠福岡県

＠大阪府

＠愛知県

＠岡山県

＠東京都

※収益金1,574,108円は2017年度野球振興事業費に活用いたしました。ご協力いただいた皆様には心から感謝申し上げます。

※2017年度収益金からは社会貢献事業に活用させていただきます。

（単位：円）平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

2017年４月１日 繰込残高

収益計

収益 11月16日
11月21日
11月27日
12月5日

12月12日

第12回関西地区チャリティーゴルフコンペ
第6回東海地区チャリティーゴルフコンペ
第24回関東地区チャリティーゴルフコンペ
第18回九州地区チャリティーゴルフコンペ
第6回中国・四国地区チャリティーゴルフコンペ

388,500円
240,000円
744,000円
304,500円
※降雪のため中止

1,574,108円

1,677,000円

経常収益計

経常費用計

当期経常増減額

他会計振替

法人税など

一般正味財産増減額

指定正味財産増減額

正味財産増減額

91,079,908

120,659,299

▲29,579,391

24,579,391

▲5,000,000

2,817,000

▲2,183,000

27,462,488

29,988,416

▲2,525,928

▲2,525,928

0

▲2,525,928

93,930,504

55,487,615

38,442,889

▲24,579,391

8,211,900

5,651,598

0

5,651,598

212,472,900

206,135,330

6,337,570

0

8,211,900

▲1,874,330

2,817,000

942,670

公益目的事業会計 法人会計収益事業等会計 合計

公益社団法人全国野球振興会 平成30年度事業計画
（期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日）

自主事業〔公1.1〕全国少年少女野球教室 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13日（日）/48会場/
参加総数：ＯＢ380人、児童13,000人

受託事業〔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 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/ＯＢ8人

受託事業〔公1.9〕講演会への講師派遣事業 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

自主事業
受託事業

〔公1.7-2〕社会貢献事業
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〔公1.12〕日本プロ野球OBクラブ杯事業 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/14会場/ＯＢ20人

自主事業〔公1.2〕全国アマチュア野球指導者講習会 アマチュア野球指導者対象に行う実技講習 4会場

受託事業

自主事業

受託事業

自主事業

〔公1.8〕各種野球教室

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

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

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

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

通年/ＯＢ40人

通年/全国10会場/ＯＢ10人

夏季/北海道芦別市/ＯＢ5人

当年度予定なし

自主事業〔公1.7-1〕社会貢献事業
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が直
接応じ、職業紹介や自身の経験を語る 通年/4回/ＯＢ4人

受託事業〔公1.11〕スポーツフェアへの運営協力 各自治体へＯＢ会員を派遣。地元とチームとの対戦、野球教室を実施 通年/7会場/ＯＢ112人

受託事業〔公1.6〕ベースボールスクール事業 中学生3年生対象のレッスン・スクールへの指導者派遣 冬季/神宮室内/ＯＢ21人

〔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 1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

受託事業〔公1.4〕日本高等学校野球連盟への
協力事業

各都道府県高野連からの依頼によりＯＢ派遣、野球部員・指導者を対象とした技
術講習会 当年度予定なし

自主事業
受託事業

〔公1.10〕OBオールスターゲームの運営
協力事業 行政、企業等からの要望に応じて実施 広島県/ＯＢ40人

自主事業
受託事業

〔公1.7-3〕社会貢献事業
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）
障がい者の雇用機会創出支援活動。使用済みの硬式ボールを障がい者授産施設
が回収し、縫製し直したボールを各学校・団体へ納品する。当法人は、本活動の
オフィシャル・サポーターとして障がい者授産施設と各学校・団体との懸け橋と
なることを目指す。〔エコボール活動〕

必要に応じて実施

種別Ｈ30年度事業計画 ※公益事業 概要 Ｈ30年実施内容

〔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1.3〕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）

〔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。
元プロ野球選手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

Ｈ30年度事業計画 ※収益・公益事業 概要
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1935年 東京巨人 東北遠征（鶴岡）サインボール

公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.36 ］

野球殿堂博物館では昨年11月、山形県鶴
岡市在住の工藤明氏から、「1935年 東京
巨人 東北遠征サインボール」や当時の写
真をご寄贈いただきました。
1934年秋の日米野球で大リーグ選抜チー
ムと対戦した全日本チームを中心に、12
月26日に大日本東京野球倶楽部（後の読
売ジャイアンツ）が誕生しました。
35年の段階では、国内に対戦するプロ野
球チームがまだなく、2月から7月まで
渡米遠征を実施。帰国後、東京巨人は9月
6日から北海道・東北遠征を行い、各地で
クラブチーム等との試合や紅白戦を行い
ました。青森、函館、札幌、旭川と転戦し、
12日には札幌に戻り紅白戦を実施、その
晩に札幌を出発し、秋田を経由して13日
22:30に山形県鶴岡市に到着しました。

「巨人軍20年史」によると、深夜で雨中に
もかかわらず、花火をあげて市民が歓迎し
たとのこと。

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、5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 NewsVol.77プレゼント」係

左から青柴憲一、沢村栄治、スタルヒン、
飯泉マネージャーのサインが並ぶ

翌14日14時より鶴岡工業学校の球場で
紅白戦を開催、地元のアマチュア選手も2
名加わり試合が開催されました。白組は
畑福俊英投手が先発し完投、赤組はスタル
ヒン投手（1960年殿堂入り）が先発、ライ
トで先発した沢村栄治投手（1959年殿堂
入り）がリリーフし、非常に豪華な継投が
見られました。試合は4－3で白組が勝
利、ウイニングボールを捕球したのが、地
元から参加し途中からライトを守った工
藤武氏でした。この工藤氏が記念に選手
のサインを集め、大切に保管していたボー
ルを、今回そのご子息、明氏よりご寄贈い
ただきました。当日継投を見せた沢村投
手、スタルヒン投手の名前が二つ並んで書
かれています。
ちなみに、チームは試合終了後、当日の夜
行列車で帰途につき、翌15日朝6時に上
野駅に到着。日本橋の宿舎で一休みした
後、横浜へ向かい、14時より横浜公園球

場にて、同年の都市対抗準優勝で若林忠志
投手（後のタイガース投手）のいた川崎コ
ロンビアと対戦しています（6－0で巨人
が勝利）。
128日間で109試合、移動距離2万キロ超
という過酷な渡米遠征を経験したチーム
だからか、国内の遠征も非常にタイトだっ
たようです。

学芸員 関口貴広
公益財団法人 野球殿堂博物館

読者プレゼント

3氏のサインが

ひとつの

ボールに！

サイン色紙
今浪隆博さん

サインボール
佐藤健一さん

サインボール
八木澤荘六さん×太田幸司さん×荒木大輔さん

サイン色紙
小田幸平さん

サインボール
川井貴志さん

PRESENT
応募方法

宛先
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山本　昌さんが入会しました
今回OBクラブに入会しました山本 昌です。
私は３年前に32年間のプロ野球選手生活を終えて、現在は
野球解説者をメインとした様々なお仕事をさせてもらって
います。
ですが、いずれ指導者として野球に恩返しができるように
様々な勉強も積極的にしていこうと思っています。その一
つとして、学生野球資格も回復しました。
これで学生への野球指導も積極的にすることができますの
で、そういった機会を頂いた際には私ができる最大限のもの
を伝える事が出来たらと思っています。
将来、私の指導ですばらしい野球選手が誕生してくれるよ
う、今は野球解説者の立場として、色々な球団を視察して学
び、自分の知識を増やしていけたらいいと思っています。

6日（土）

12日（金）

19日（金）

26日（金）

12日（金）

13日（土）

14日（日）

14日（日）

15日（月）

15日（月）

20日（土）

20日（土）

21日（日）

24日（水）

26日（金）

27日（土）

28日（日）

29日（月）

29日（月）

29日（月）

第25回記念日本ティーボールセミナー

日本プロ野球OBクラブ

東京ベースボールスクール

野球指導者講習会（ＢＣＣ）

九州地区ブロック会議

近畿地区ブロック会議

日本野球協議会（普及振興委員会）

全国アマチュア野球指導者講習会（ＢＣＳ）

技術セミナー

ファンミーティング

首都圏エスロン建材会　講演会

北信越・東海地区ブロック会議

中国・四国地区ブロック会議

全国アマチュア野球指導者講習会（ＢＣＳ）

関東地区、新潟　ブロック会議

日本野球協議会（資格制度検討部会）

江本孟紀氏叙勲受賞祝賀会

早稲田大学国際会議場（東京都新宿区）

神宮球場室内球技場（東京都新宿区）

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）

福岡ビル９階貸ホール(福岡県福岡市）

ホテルプラザオーサカ(大阪府大阪市）

ＮＰＢ(東京都港区)

Honda鈴鹿室内練習場（三重県鈴鹿市）

大阪国際会議場(大阪府大阪市)

甲子園歴史館（兵庫県西宮市）

積水化学工業本社（東京都港区）

ABC貸会議室（愛知県名古屋市）

岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市）

北海きたえーる（北海道札幌市）

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

ＮＰＢ(東京都港区)

パレスホテル東京（東京都千代田区）

1 月
曜日 行事名（事業名） 場所

2日（金）

9日（金）

16日（金）

3日（土）

7日（水）

14日（水）

17日（土）

18日(日)

27日（火）

日本プロ野球OBクラブ

東京ベースボールスクール

角田市スポーツ合同表彰式　講演会

城北特別支援学校 ティーボール教室

第7回財務委員会

エコボール全国集会in坂出

全国アマチュア野球

指導者講習会（ＢＣＳ）

キッズベースボール

神宮球場室内球技場（東京都新宿区）

角田市市民センター かくだ田園ホール

（宮城県角田市）

城北特別支援学校（東京都足立区）

ルームス錦糸町北口駅前店

（東京都墨田区）

楽笑福祉会・坂出グランドホテル

（香川県坂出市）

高知市総合運動場多目的ドーム

（高知県高知市）

大阪市立北恩加島小学校

（大阪府大阪市）

2 月
曜日 行事名（事業名） 場所

2日（金）

4日（日）

5日（月）

8日（木）

10日(土)

13日（火）

16日（金）

17日(土)

18日(日)

17日(土)

18日(日)

20日（火）

21日（水）

26日（月）

第3回活性化・第8回財務委員会

日本野球連盟北海道地区連盟

平成30年度評議員会・懇親会

近畿地区ブロック会議

いわき信用組合　文化講演会

全国アマチュア野球指導者講習会

（ＢＣＳ）

第４回常務理事会

NPO法人北海道野球協議会

平成30年度理事会・総会

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（栃木）

プロ野球ＯＢ

オールスターゲームin阿南

第３回理事会

野球教室プレゼント企画

野球盤PRイベント

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

ホテルノースシティ（北海道札幌市）

ホテルプラザオーサカ(大阪府大阪市）

カルチェドシャン・ブリアン

（福島県いわき市）

出雲ドーム（島根県出雲市）

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

すみれホテル（北海道札幌市）

栃木県総合グラウンドほか（栃木県）

JAアグリあなんスタジアム

（徳島県阿南市）

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

須坂市野球場（長野県須坂市）

東京タワー（東京都港区）

3 月
曜日 行事名（事業名） 場所

新入会員一覧

ようこそOBクラブへ！

山本　昌さん

田口昌徳さん

江草仁貴さん

川端　順さん

川井貴志さん

吉崎　勝さん

今浪隆博さん

島田正博さん

奥薗　満さん

林　昌範さん

相川亮二さん

氏名

中日
ソフトバンク
阪神
広島
楽天
日本ハム
日本ハム
西武
ヤクルト
巨人
巨人
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代表出身球団

52
47
37
58
41
39
33
68
66
34
41

年齢

投手
捕手
投手
投手
投手
投手
内野手
マネージャー
捕手
投手
捕手

ポジション

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

星野仙一さん

片平晋作さん

小山恒三さん

高倉照幸さん

氏名

中日
西武
国鉄
ヤクルト

代表出身球団

2018年1月4日
2018年1月22日
2018年1月31日
2018年2月12日

逝去日

70
68
85
83

1947
1949
1932
1934

享年 生年

2018年1月～ 3月活動報告 会員情報

1965年8月11日生まれ（52歳）
神奈川県茅ヶ崎市出身
日本大学藤沢高校→中日ドラゴン
ズ（’84 -’15）
最多勝3回、最優秀防御率、最多
奪三振、沢村賞、最優秀投手、月間
MVP8回、ベストナイン2回、最優
秀バッテリー賞、セントラル・リー
グ特別賞、セントラル・リーグ功労
賞、優秀JCB・MEP賞、「ジョージア
魂」賞 Bi-weekly賞3回、「ジョージ
ア魂」賞 特別賞、グッドエイジャー
賞、茅ヶ崎市民栄誉賞

山本 昌さん
やまもと     まさ

2018年3月22日現在

Profile
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