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いいたて球場オープン記念
野球教室・ゲーム

第24回ダイワハウス
全国少年少女野球教室

平成30年度定時総会
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第24回ダイワハウス
全国少年少女野球教室

　5月13日（日）、全国47都道府県48会場
で第24回ダイワハウス全国少年少女野球
教室を開催しました。
　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。大和ハウス
工業株式会社様の特別協賛を得て、全国で
8,685人の子どもたちが参加、383名の
プロ野球OBが指導にあたりました。
　当日は、大半の会場が雨天のため屋内施
設での開催となりましたが、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。
　また、本年度はメイン会場を昨年7月集
中豪雨にて多くの方が被災された福岡県
朝倉市にて開催し、野球教室だけでなく市

民の皆さまとトークーショーなどで交流
を図ることができました。
　受講者だけでなく指導者の皆さまも、日
ごろ疑問に思っていることなど、ご自身の
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かぎり
です。
　第24回の開催を終え、参加児童の延べ
人数は263,816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歩前進しました。100万人まではあと
736,184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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社会貢献事業 ～夢・未来応援プロジェクトブルペン～
2018年度開催分受付中！

あしべつ応援大使に高橋慶彦さん就任
　毎年8月に「ベースボールサマーキャン
プ」が開催される、北海道芦別市からの要
請で同市出身の高橋慶彦さん（元広島）が

「星の降る里あしべつ応援大使」に就任し
ました。
　4月11日（水）、ＯＢクラブ事務局にて荻 任命式での荻原市長、高橋大使、八木澤理事長

昨年の同事業で投力強化の教室を行った石毛宏典さん（元西武）

いいたて球場オープン記念　
国会議員・日本プロ野球ОＢクラブ 復興祈念ゲーム
　２０１７年３月、避難指示が解除され、本格的な復興へ歩
み始めている福島県飯館村。この夏、新球場「いいたて球場」
を有する「いいたてスポーツ公園」がオープンします。
　日本プロ野球ＯＢクラブでは、新球場のこけら落としとし
て「野球教室」と野球振興議員連盟との「復興祈念ゲーム」を
行います。
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原 貢芦別市長から高橋さんに大使任命が
行われ、今後2018年8月に同市での「ベー
スボールサマーキャンプ」では高橋さんに
校長を務めていただくほか、PR情報の発
信や、まちづくりへの協力などでご活躍い
ただきます。

趣　旨

実施期間
平成30年6月1日（金）～平成31年3月31日（日）
※実施日は小学校や中学校、教育委員会のご要望日時
　（応募段階では、日時が未確定でも構いません）

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）

受入校数 4校（団体）予定

会　場

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の
1都3県内の学校やその他の施設。
交通費をご負担いただける場合、上記以外での開催、応募も可能。
※実施期間中、上記1都3県に修学旅行などを予定している学校も応募可

実施内容

プロ野球ＯＢと生徒による
1時間程度のディスカッション、質疑応答
　※野球教室などの実技指導は行いませんが、投力強化の内容追加や
　給食参加など学校側のご要望を伺い、可能な範囲で内容を計画します
　※学校や教育委員会以外の旅行会社や旅行代理店、個人からの応募、
　お問合せは不可

日時

場所

平成30年8月12日（日曜日）
　 9：30 ～　オープニング式典（飯舘村主催）（陸上競技場にて）
　13：00 ～　野球教室
　15：00 ～　「復興祈念ゲーム」野球振興議員連盟 ＶＳ 日本プロ野球ＯＢクラブ
　　　　　　出場選手につきましては決定次第「ＯＢクラブ」ＨＰにてお知らせします。

いいたてスポーツ公園
福島県飯館村伊丹沢字山田３８０
※最寄りに公共交通機関はございません。ご来場の際はお車にてご来場ください。

（周辺駐車場を指示に従いご利用ください。）

応募対象

全国の小学校、中学校または教育委員会
1校（団体）につき、生徒5 ～ 20名程度
　※ただし、開催場所が学校もしくは収容人数によって、
　生徒数20名以上も可。

募集〆切 平成30年9月28日（金） ※受入定数になり次第締切

派遣する
プロ野球ＯＢ

日本プロ野球OBクラブの会員であるプロ野球出身者
１名派遣（選手、審判、トレーナーなど）

プロ野球ＯＢとの触れ合いを通じて、小学生や中学生にプロ野球
およびプロスポーツに携わる職業について理解を深めてもらう。
そして、プロ野球ＯＢが生徒たちに夢へ向かって頑張ることの大
切さを伝え、将来の職業について考えるうえでの“きっかけ作り”
を支援。心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

31

31
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道の駅
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いいたて
スポーツ公園

認定こども園
小中学校

飯舘村役場
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エコボール活動
障がい者就労支援事業である「エコボー
ル」活動のオフィシャルサポーターである
日本プロ野球ＯＢクラブは、2月に開か
れた「エコボール全国集会」において、15
の事業所にボールの縫糸を寄付しました。
施設利用者の皆さんからお礼の色紙・お手
紙を頂きましたのでご紹介します。

京都の１事業所から始まった「エコボー
ル」は全国29の事業所まで広がっていま
す。使い古した糸の切れた硬式球を100
円で再生する「エコボール」は、施設利用者
の皆さんとの交流や地域コミュニティー
の形成にもつながっています。
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内藤雄太さんが入会しました
私が現役時代、担当スカウトだった中根仁さ
ん（元横浜）から大勢のＯＢ会員の方が在籍
し、野球振興活動をしている団体があると伺
い、入会しました。
5月13日に行われた野球教室では岩手会場
に参加してきました。参加児童の皆さんは
元気に野球に取り組んでいて、私自身も元気
をもらいましたし、大先輩方の指導方法を間
近で見て学ぶことができた大変有意義な一
日でした。
私は現在、ジュニアスポーツ総合メーカーの
株式会社カシマヤ製作所で営業・プロ選手
統括マネージャーとして各お取引先様への
スポーツ玩具の営業と、プロ野球選手へ野球

1983年11月29日生まれ（34歳） 
神奈川県横須賀市出身
横浜商工高校→八戸大学→横浜ベイス
ターズ、横浜DeNAベイスターズ (06 -13)

内藤雄太さん
ないとう     ゆうた

Profile

用品を提案する仕事をしています。今後の
野球界のことを考えると、ＯＢ会員の皆さん
と一緒に沢山のこどもたちに直接指導して
いく活動を続け、プロを目指すこどもたちに
夢を与えたいという思いと、メーカーの人間
としてスポーツ用品で夢を叶えるためのサ
ポートをしたいという気持ちがあります。
プロ野球を引退したときは分からないこと
だらけで常に不安がありましたが、様々なセ
カンドキャリアがあることを知りましたし、
私自身社会人として働くことで色々な経験
をさせていただいている毎日です。この経
験をＯＢクラブの活動にも生かしていきた
いと思っています。

カルロス・ミラバルさんが
入会しました
It is an honor to be a part of the OB Club. I spent 
6 season (2000-2005) as a pitcher with the 
Nippon Ham Fighters in the NPB. And I've loved 
every minute while I was playing in Japan. I will 
work hard as a member of the OB Club and do my 
part to help in every way I can.

OBクラブの一員になることを名誉に感じています。
私は6年間、日本ハムファイターズの投手としてプレー
しました。
日本でプレーした日々は、私にとってかけがえのないも
のとなっています。
これからOBクラブの一員として、私が出来る限りのこ
とをしていきたいと思っています。
宜しくお願いします。

1973年4月24日生まれ（45歳） 
ニュージャージー州バーゲン群出身
バーゲン・カウンティ・テクニカル高校→
米・独立リーグ→台湾リーグ→日本ハム、
北海道日本ハムファイターズ（00-05）→
米・独立リーグ
月間MVP

カルロス・ミラバルさん

Profile

1957年5月29日生まれ（61歳）
兵庫県西宮市出身
西宮高校→神戸大学→パシフィック・リー
グ審判部（81-15）
出場試合数：2,516試合
オールスター出場4回
日本シリーズ出場2回

柿木園　悟さん
かきぞの　　　　さとる

Profile

柿木園　悟さんが
入会しました
このたび、知人の紹介を得てOBクラブに入会させて頂
きました。
1981年からパシフィック・リーグ審判部に所属し数多
くのジャッジをさせて頂き、2015年シーズン終了を
もってユニフォームを脱がせて頂きました。
現在は「ヤングリーグ」「日本女子プロ野球機構」の審判
を務めさせて頂くと共に「ベースボール・ファースト・
リーグ　審判部」のアドバイザーとして日々グラウン
ドに立ち指導を行っています。
これまでの経験を生かし、OBクラブのお役に立てれ
ばと思っております。

ようこそOBクラブへ！



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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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※等へご入居の際、優待割引致します。
※一部対象外の施設がございます。

注1）展開状況については、2018年4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）

介護付きホーム

居宅介護支援／
訪問介護

在宅老人ホーム他
通所介護

（デイサービス）

割引の一例 家賃の3%を毎月割引致します！

優 待 割 引 の ご 案 内

SOMPO ケア
www.sompocare.com

検索

全国

ホーム※
275

全国

ホーム
132

全国

事業所
625

全国

事業所
61

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）（

サービス付き
高齢者向け住宅
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各大会開催報告
OBクラブ主催の中学校野球大会「日
本プロ野球OBクラブ杯」が表の各地
で開催されました。

岩手（第7回）
茨城（第5回）
鳥取（第8回）

4/28,29
5/12,19
5/26,27

福岡中学校
東部中学校
福米中学校

日程 開催日 優勝校

6月16日(土)に兵庫県姫路市のウインク体育館（姫路市立中央体育館）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」に真弓明信さ
ん（元阪神監督）、中西清起さん（元阪神）が講師として参加しました。（主催：
住友生命保険相互会社、協力運営：株式会社共同通信社）
教室内では、真弓さんが打撃・守備指導、中西さんが投手担当。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、両講師の現役当
時を知る保護者の皆さんもハッスルしながら教室に参加されていました。

「親子で一緒にカラダを動かそう！」をテーマに野球未経験者・初心者向けの
プログラムとして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。その野球部門の講師派遣をＯＢクラブは協力いたします。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ください！

野球教室「スミセイ バイタリティ アクション」

6月10日(日)に埼玉県三郷市立栄中学校で、2020年
に開催される東京五輪に向けたオリパラ教育の一環と
して講演会が開かれ、ＯＢクラブからシドニー五輪野球
日本代表の黒木知宏さん（元ロッテ）が講師として招か
れました。
黒木さんには、「夢や目標に向かって努力すること」を
テーマに、自身の現役時代、オリンピック、また日本ハム
コーチ時代に指導した大谷翔平選手のことなど、幅広く
お話し頂き、参加した生徒・保護者の方々も食い入るよ
うに黒木さんのお話に耳を傾けていました。
講演会終了後は3年生の各教室を周り、生徒の皆さんと
の交流を楽しみました。

三郷市立栄中学校　講演会
「オリンピアンに学ぶ」

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～

東部中学校

福米中学校

今年で12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17日（日）に浦和総合運動場軟式球場に
て開催され、昨年度に引き続きＯＢクラブから鈴木健さん、
原口哲也さん（ともに元西武）が講師として参加しました。
梅雨の時期にもかかわらず、時折晴れ間も見えるような天
候の中、昨年度より多くの方々にご参加いただき、ホーム
ラン競争や試合などで大いに盛り上がりました。

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

「野球のまち阿南」徳島県阿南市が野球を通じた国際交流イベ
ント「台湾ベースボールフェスティバル」を6月9日、10日JA
アグリあなんスタジアムで開催しました。
台湾社会人チームと四国アイランドリーグの交流戦の後開催
された「五輪メダリスト野球教室」 (主催：徳島県、阿南市、徳島
インディゴソックス)に、ＯＢクラブから広澤克実さん（元ヤク
ルト）が講師として参加しました。広澤さんが打撃・守備指導
を、徳島インディゴソックスの選手の皆さんが各ポジションの
指導を手伝い、約100名の少年少女が指導を受けました。

台湾ベースボールフェスティバル 五輪メダリスト野球教室
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理事長挨拶

八木澤荘六

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

2018年６月20日に総会を開催し、第12期理事に選任され、同日行われた理事会において、引き続き
理事長を賜りました。日本プロ野球ＯＢクラブが野球振興普及へ邁進できますのは一重に会員・役員
の皆さまのご尽力の賜物と感謝申し上げます。今迄以上に全力投球してまいりますので、皆さまのご
支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

公益社団法人全国野球振興会  平成29年度  事業報告書

〔公1.1〕全国少年少女野球教室（自主事業）
　　＞ 開 催 日：5月14日（日）
　　＞ 会　  場：全国47都道府県48会場（東京都のみ2会場）
　　＞ 参加児童：9,077人（小学１年生～中学3年生）
　　＞ 派遣会員： 370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 日：1月20日（土）、1月28日（日）、2月18日（日）、3月10日（土）
　　＞ 会 場 数：全国4ブロック4会場
　　　　　　　　(東海地区/三重県鈴鹿市、北海道地区/北海道札幌市、
　　　　　　　　中国四国地区/高知県高知市、中国四国地区/島根県出雲市）
　　＞ 参加対象：アマチュア野球指導者　251人
　　　　　　　　（東海地区/鈴鹿市：120人、北海道地区/札幌市：48人、
　　　　　　　　中国四国地区/高知市：53人、中国四国地区/出雲市：30人）
　　＞ 派遣会員：16人
　　　　　　　　（東海地区/鈴鹿市：4人、北海道地区/札幌市：4人、
　　　　　　　　中国四国地区/高知市：4人、中国四国地区/出雲市：4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12日（金）～ 1月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）
　　＞ 参加対象：野球指導者約400人
　　＞ 派遣会員：8人

〔公1.4〕日本高等学校野球連盟への協力事業（受託事業）
　　平成29年度開催実績なし。

〔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 日：11月23日（祝・木）、1月20日（土）
　　＞ 会 場 数：2会場
　　　 関東地区：東京都墨田区、関西地区：大阪府大阪市
　　＞ 派遣会員：8人（1会場あたり4人）　
　　＞ 参 加 者：34人（2会場計）
　　＞ 指導員登録証取得者総数：323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 日：12月8日（金）、12月15日（金）
　　＞ 会 場 数：2会場（東京都文京区、大阪府吹田市）
　　＞ 参加対象：プロ野球出身者136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 日：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　22人
　　＞ 派遣会員：21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 日：9月７日（木）、10月18日（水）
　　＞ 会　  場：2会場
　　　　　　　三郷市立栄中学校、三郷市立吹上小学校（いずれも埼玉県三郷市）
　　＞ 参加対象：小学生、中学生
　　＞ 派遣会員：2人（1回あたり1人）

②障がい者スポーツ教室（自主事業/受託事業）
　　＞ 実 施 日：6月18日（日）、10月6日（金）、2月７日（水）
　　＞ 会 場 数：3会場（埼玉県さいたま市、埼玉県秩父郡横瀬町、東京都足立区）
　　＞ 派遣会員：8人（1回あたり：2人2会場、4人1会場）

③チャリティ事業・災害等復興支援活動（自主事業/受託事業）
〔中学校応援プロジェクト〕
平成29年度開催実績なし。

〔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23日（祝・土）
　　＞ 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〕
障がい者の雇用機会創出支援活動。

■　各種事業概略
（期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

〔公1.8〕各種野球教室
①一般野球教室（受託事業）　
　　＞ 実施時期：通年
　　＞ 会 場 数：10会場
　　＞ 参加対象：野球愛好者全般
　　＞ 派遣会員：24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（火）～ 8月10日（木）2泊3日
　　＞ 会　  場：芦別市民球場、芦別市総合体育館（北海道芦別市）
　　＞ 参加対象：小学3年生～小学6年生　136人
　　＞ 派遣会員：6人

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：3会場
　　　　　　田辺市立ひまわり保育園/和歌山県田辺市
　　　　　　田辺市立たんぽぽ保育園/和歌山県田辺市
　　　　　　大阪市立北恩加島小学校/大阪府大阪市
　　＞ 派遣会員：　4人

④動画による野球教室（自主事業）
　　　　平成29年度開催実績なし。
　　　

〔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：15会場
　　＞ 派遣会員：18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）
　　＞ 実 施 日：3月17日（土）
　　＞ 会　 場 ：ＪＡアグリあなんスタジアム（徳島県阿南市）　　  
　　＞ 派遣会員：36人

〔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：8会場
　　　　　　　　（山口県下関市・広島県府中市・沖縄県国頭郡金武町・福島県白河市
　　　　　　　　愛媛県新居浜市・北海道苫小牧市・千葉県茂原市・兵庫県加西市）
　　＞ 派遣会員：133人（1回あたり16人～ 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 ：14大会
      （岩手県、茨城県、鳥取県、群馬県、福岡県、鹿児島県、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  :213校
　　＞ 野球教室開催：7会場
　　＞ 派 遣 会 員 ：47人（延べ）

〔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、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：11月16日（木）/関西地区、11月21日（火）/東海地区、
　　　　　　　11月27日（月）/関東地区
　　　　　　　12月5日（火）/九州地区
　　＞ 会 場 数：4会場
　　　　　 　  （関西地区/兵庫県三田市、東海地区/岐阜県可児市、関東地区/
　　　　　　　千葉県成田市九州地区/熊本県玉名市）

②ファンの集い（ファンミーティング）
　　＞ 実 施 日：　11月25日（土）/関東地区、１月21日（日）/関西地区
　　＞ 会 場 数：　2会場（施設見学及びトークショー）
　　　関東地区：野球殿堂博物館及びＭＬＢカフェ（東京都文京区）
　　　関西地区：甲子園歴史館及び甲子園球場（兵庫県西宮市）
　　＞ 派遣会員：　7名（関東地区：4名、関西地区：3名）
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第12期役員

第12期 顧問・相談役

　総会後の理事会において役職が決定いたしました。

（単位:円）

Ⅰ　資産の部
１．流動資産
　現金預金
　未収金
　前払金
　貯蔵品
　立替金
　流動資産合計
２．固定資産
    (1) 基本財産
　定期預金
　基本財産合計
    (2) 特定資産
　保険積立金
　全国少年少女野球教室積立
　指導者認定事業積立金
　公益目的事業資金
　チャリティ事業資金
　特定資産合計
    (3) その他固定資産
　建物付属設備
　什器備品
　ソフトウェア
　電話加入権
　保証金
　その他固定資産合計
　固定資産合計
　資産合計
Ⅱ　負債の部
  １．流動負債
　未払金
　前受金
　講師預り金
　預り金
　賞与引当金
　未払法人税等
　未払消費税等
　流動負債合計
  ２．固定負債
　退職給付引当金
　固定負債合計
　負債合計
Ⅲ　正味財産の部
  １．指定正味財産
        指定正味財産合計
  ２．一般正味財産
        （うち基本財産への充当額）
        （うち特定資産への充当額）
        正味財産合計
        負債及び正味財産合計

135,530,933
13,474,736

422,138
305,710

0
149,733,517

20,000,000
20,000,000

3,328,013
7,007,688

15,458,118
36,830,603
1,677,000

64,301,422

290,460
260,788
89,533

378,560
1,472,900
2,492,241

86,793,663
236,527,180

8,614,207
10,210,000

432,627
342,912

1,900,000
3,999,100

259,900
25,758,746

4,110,874
4,110,874

29,869,620

0
206,657,560
20,000,000
64,301,422

206,657,560
236,527,180

当年度

131,571,619
13,522,466

420,518
400,172
187,609

146,102,384

20,000,000
20,000,000

5,498,307
8,007,688

19,458,118
36,830,603

0
69,794,716

363,075
0

143,252
378,560

1,472,900
2,357,787

92,152,503
238,254,887

2,348,890
10,170,000

242,088
571,792

2,826,667
5,925,300
3,020,400

25,105,137

3,273,231
3,273,231

28,378,368

0
209,876,519
20,000,000
69,794,716

209,876,519
238,254,887

前年度

3,959,314
-47,730

1,620
-94,462

-187,609
3,631,133

0
0

-2,170,294
-1,000,000
-4,000,000

0
1,677,000

-5,493,294

-72,615
260,788
-53,719

0
0

134,454
-5,358,840
-1,727,707

6,265,317
40,000

190,539
-228,880
-926,667

-1,926,200
-2,760,500

653,609

837,643
837,643

1,491,252

0
-3,218,959

0
-5,493,294
-3,218,959
-1,727,707

増  減科目

理事長
副理事長

副理事長
専務理事
常務理事
常務理事

常務理事
理　事

理　事

理　事★

理　事

理　事
理　事
理　事★
理　事★
理　事★
理　事★
理　事

理　事★

理　事

八木澤　荘六
清覚　秀雄 

三浦　政基
横山　健一郎
上田　二朗
坂巻　　豊
 
村尾　忠孝
池田　哲雄

木村　竹志

久保田　憲史

五月女　豊

高橋　善正
髙村　義明
角田　直也
中塚　政幸
名取　和美
松沼　博久
水嶋　章陽

森　　宝生

吉村　　正

代表出身球団・ロッテ
㈱エージーシー　代表取締役社長 
㈱エコー商会　代表取締役 
代表出身球団・日本ハム 
レジアスインパクト㈱　代表取締役 
代表出身球団・阪神　野球評論家 
代表出身球団・サンケイ　
㈱アイビイ　取締役会長 
㈱シグマイン　代表取締役会長 
㈱ベースボール・マガジン社　代表取締役社長 

（公財）池田記念スポーツ文化財団　理事長
代表出身球団・西武　㈱ヘルサー　代表取締役 
NPO法人和歌山野球振興協会・夢クラブ　理事長 
ミズノ㈱　執行役員 

（一社）野球・ソフトボール活性化委員会代表理事 
代表出身球団・大洋
㈲ユタカインシュアランス　代表取締役 
代表出身球団・東映　野球評論家 
学校法人中央大学　理事 
学校法人国士舘大学　副学長 
代表出身球団・大洋 
元産経新聞社運動部記者 
代表出身球団・西武　野球評論家 
メディカルネットサービス㈱　代表取締役社長 
学校法人国際学園　理事長 

（公財）日本健康スポーツ連盟　理事長 
代表出身球団・西武
㈱ヒーローズ　代表取締役社長 
NPO法人日本ティーボール協会　理事長 

（公財）日本リトルリーグ野球協会　評議員

役職 氏名 備考

役職 氏名 備考

■ 理事

監事★
監事

監事★

石井　雅博 
金井　義家 

駒崎　幸一 

代表出身球団・巨人 
金井公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 
代表出身球団・西武 

■ 監 事

顧問

顧問

顧問

顧問★

顧問

相談役★

江本　孟紀

岡本　伊三美

杉下　　茂

醍醐　猛男

中西　　太

熊﨑　勝彦

代表出身球団・近鉄
日本プロ野球OBクラブ初代事務局長
元参議院議員
代表出身球団・近鉄
前全国野球振興会常務理事
代表出身球団・中日
野球殿堂競技者表彰（1985年）
代表出身球団・ロッテ
前全国野球振興会常務理事
代表出身球団・西鉄
野球殿堂競技者表彰（1999年）
前NPBコミッショナー
熊﨑勝彦総合法律事務所　弁護士

（任期：2018年6月20日～ 2019年の事
業報告を行う総会終結時まで） 

（任期：2018年6月20日～ 2019年の
事業報告を行う総会終結時まで） 

★：新任

★：新任

公益社団法人全国野球振興会　平成30年度定時総会

貸借対照表

去る６月20日（水）に定時総会が開催され、第１号議案、第２号議案、第3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30年６月20日（水）　15：00 ～ 15：53

２.　会　場：第一ホテル両国 25 階 「アジュール」

　    　　　  （東京都墨田区横網1−6−1）

３.　議決権総数 1,311名

４.　出席正会員数 833名

　　 内訳（正会員本人出席53名、委任状出席780名）

５.　報告事項　平成29年度 監査報告

　　   　　   　 平成29年度 事業報告

６.　議　案

第1号議案　平成29 年度（平成29 年4 月1 日から同30 年3 月31 日まで）

　　　　　　決算の承認に関する件　◇ 承認可決

第2号議案　理事20 名の選任に関する件　◇ 承認可決

第3号議案　監事3 名の選任に関する件　◇ 承認可決

（平成30年 3月31日現在）
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●2018年7月1日（日）
●池袋サンシャインシティ　ワールドインポートマート
　展示　ホールA-1（東京都豊島区）
●主催：株式会社ミント
●講師：高橋慶彦さん（元広島）　川口和久さん（元広島）
　　  　相川亮二さん（元巨人）

jb_obclub

#OBクラブ　#日本プロ野球OBクラブ

https://www.facebook.com/jbobclub/

@jb_obclub

SNSはじめました
Follow me!トレカフェスタ  

東京 2018
SUMMER

2018 年　日本プロ野球 OB クラブ チャリティーゴルフコンペ
開催要項

日本プロ野球 OB クラブ オフィシャルカード
2018 年の新商品紹介
完全限定生産「キャリア・アチーブメント 2018」が発売されました！

日時

募集

チャリ
ティー チャリティーホール・チャリティーオークションを実施

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

会場

参加費

200名・50組

レイクウッド
総成カントリークラブ

千葉県成田市

賛助会員：22,000円
一　　般：25,000円

調整中

第25回関東地区

100名・25組

調整中

賛助会員：22,000円
一　　般：25,000円

調整中

第13回関西地区

100名・25組

愛岐カントリークラブ
岐阜県可児市

賛助会員：22,000円
一　　般：25,000円

調整中

第7回東海地区

140名・35組

鷹の巣ゴルフクラブ
広島県廿日市

賛助会員：18,500円
一　　般：19,500円

11月27日（火）

第7回中国・四国地区

60名・15組

調整中

調整中

調整中

第19回九州地区

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
ショーが池袋サンシャインシティにて開催されました。
ご来場いただきました皆さま、ありがとうございました。

トレカフェスタ　東京 2018　SUMMER

　株式会社エポック社が制作／発売する「日本
プロ野球OBクラブオフィシャルカード：キャ
リア・アチーブメント2018」が7月7日（土）に発
売されました。
　41名のプロ野球OBの方々にご登場頂いた

「キャリア・アチーブメント2018」。本商品より
デザイン・リニューアルをしたことで、以前の商
品とはまた異なる新しいテイストに仕上がりま
した。1ボックスに「シリアルナンバー入りカー
ド」が6枚ランダムに封入されており、その内2
枚はOBの方々に直接カードに執筆頂いた貴重
な「直筆サインカード」です。

　本体価格15,000円＋税で全国有名カード
ショップにて発売されます。賛助会員入会促
進の一助としても、販売して参ります。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（ https://www.
mint-mall.net/ ）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
発売元：株式会社エポック社
エポック社トレーディングカード

【公式】Twitter : https://twitter.com/ep_card
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1952年 林義一投手（大映）ノーヒッターウイニングボール

公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.37 ］

前回に続き、当博物館で新たに収集した資
料をご紹介します。
この4月、大映スターズ、阪急ブレーブス
で活躍した林義一投手のご遺族より、同投
手が達成したパ・リーグ史上初のノーヒッ
トノーランのウイニングボールと記念品
をご寄贈いただきました。
林投手は徳島商から明治大に進み、社会
人を経て1949年に大映スターズに入団。
戦争をはさんでおり、29歳でのプロ入り
でした。
52年4月27日、高崎城南球場での大映対
阪急のダブルヘッダー第1試合に林投手
が先発しました。翌日の報知新聞は、「例
のサイドから軟球でカーブとシンカーを
まぜ、しかもコーナーワークがよく阪急打
者はこれに幻惑され、打球は野手の正面を
ついて無安打に退けられ」と、林投手の好
投を報じています。ただ、6回一死後、阪
急の8番天保義夫投手に対し、フルカウン

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、8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.78プレゼント」係

トから投じたシンカーが外角低めに外れ
四球となり、走者を許しましたが、この四
球のみに阪急打線を抑え、パ・リーグ初の
ノーヒットノーランを達成しました（大映
2−0阪急）。奪三振は2、テンポよく打た
せて取った結果、試合時間は1時間10分
と記録的な短時間試合となりました。

このウイニングボールは、リーグから贈呈
されたペナント型の記念品、NPBよりご
提供いただいた公式スコアシート（複製）
とともに、プロ野球の歴史コーナーにて展
示中です。ぜひご覧下さい。

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

2氏のサインが

ひとつの

ボールに！

サインボール
八木澤荘六さん×高橋善正さん

PRESENT
応募方法

宛先

サインボール
桑田真澄さん

サインボール
山崎隆造さん

サインボール
田尾安志さん
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1日（日）

1日（日）

10日（火）

11日（水）

23日（月）

25日（水）

26日（木）

28日(土)

29日(日)

30日（月）

第1回役員候補者選考委員会

芦別市ふるさと大使任命式

第2回役員候補者選考委員会

ルートインＢＣリーグ　開幕戦
信濃vs石川

守口市大枝公園（大阪府守口市）

高知球場（高知県高知市）

ルームス錦糸町店（東京都墨田区）

ＯＢクラブ事務局（東京都墨田区）

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

芦別市役所ほか
（北海道芦別市・札幌市）

江刺中央運動公園野球場ほか
（岩手県奥州市など）

長野オリンピックスタジアム
（長野県長野市）

4 月
曜日 行事名（事業名） 場所

10日（木）

13日（日）

13日（日）

12日(土)

19日(土)

14日（月）

17日（木）

21日（月）

24日（木）

26日(土)

27日(日)

28日（月）

会計業務監査

真中満の少年少女野球教室

日本プロ野球ＯＢクラブ杯(茨城)

第1回常務理事会

第1回理事会

日本プロ野球ＯＢクラブ杯(鳥取)

第1回近畿地区ブロック会議

第9回財務委員会
第3回役員候補者選考委員会

大枝公園オープニングフェスタ2018
ティーボール教室

四国アイランドリーグplus 2018
開幕戦　高知vsソフトバンク

日本プロ野球OBクラブ
ベースボールサマーキャンプ
実行委員会他

日本プロ野球OBクラブ杯（岩手）

NPO法人 北海道野球協議会
全体会議

第24回ダイワハウス
全国少年少女野球教室

ＯＢクラブ事務局（東京都墨田区）

全国47都道府県48会場

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

北海道野球協議会（北海道札幌市）

ルームス錦糸町店（東京都墨田区）

墨田区総合体育館（東京都墨田区）

倉吉市営球場ほか（鳥取県倉吉市）

5 月
曜日 行事名（事業名） 場所

9日（土）

10日（日）

15日（金）

16日（土）

17日（日）

20日（水）

20日（水）

20日（水）

台湾Baseballフェスティバル野球教室

ファンとの集い実行委員会

スミセイ・バイタリティアクション

さいたま市障害者スポーツ教室

都道府県代表幹事会

平成30年度定時総会

第2回理事会

埼玉県三郷市立栄中学校
オリンピック・パラリンピック教育
講演会

三郷市立栄中学校（埼玉県三郷市）

ウインク体育館（兵庫県姫路市）

第一ホテル両国（東京都墨田区）

第一ホテル両国（東京都墨田区）

国際ファッションセンター
（東京都墨田区）

6 月
曜日 行事名（事業名） 場所

OB News vol.78 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　発行日：2018年6月

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

田中裕康さん

衣笠祥雄さん

大戸雄記さん

氏名

中　日
広　島
南　海

代表出身球団

2017年8月3日
2018年4月23日
2018年6月4日

逝去日

78
71
87

1939
1947
1930

享年 生年

2018年4月〜6月活動報告

会員情報

新入会員一覧

笘篠誠治さん

内藤雄太さん

山田治之さん

平松秀敏さん

山下和彦さん

柿木園 悟さん

カルロス・ミラバルさん

氏名

西　武
横　浜
広　島
中　日
近　鉄

パ・リーグ
日本ハム

代表出身球団

54
34
72
65
55
61
45

年齢

内・外野手
外野手
捕・外野手
投手
捕手
審判
投手

ポジション

2018年 6月27日現在

奥戸総合センター野球場
（東京都葛飾区）

ホテルプラザオーサカ
(大阪府大阪市）

JAアグリあなんスタジアム
（徳島県阿南市）

市営浦和軟式球場
（埼玉県さいたま市）

ロイヤルホスト帝塚山店
（大阪府大阪市）

ひたちなか市民球場ほか
(茨城県ひたちなか市)

　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「適正認定申請書」
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月下旬からOBクラブのＨＰにて受付を開始致します。

2018 年度学生野球資格回復
研修制度実施予定

都道府県代表幹事会
　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とブロック長、野球事業
推進委員が一堂に集まり開催されました。
　ＯＢクラブ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。

● 平成30年度事業計画　● 全国少年少女野球教室　
● 全国アマチュア野球指導者講習会

主な議題

開催日：12月14日 （金）東京
1日間（5時間程度）

開催日：12月15日（土）・16日(日）東京
2日間（各日7時間程度）

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

※今年は東京会場のみでの開催となります。

プロ研修会受講

学生野球研修会受講

STEP

1

STEP

2
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日本プロ野球OBクラブのご案内

賛助会員様

プロ野球OB向け

広報活動

プロ野球OBと一緒に野球の普及・発展を目指しませんか？

● 入会・更新時に会員証の発行
● OB会員による直筆サインボール進呈
● 賛助会員様優待各種サービス
● 会員限定の会報誌「OB News」（年４回発行）のお届け

● 学生野球資格回復研修制度

● 通信課程大学で教職員免許の取得

● 会報誌「OB News」（年４回発行）
● 公式サイト：www.obclub.or.jp

※年１回賛助会員名簿掲載

日本プロ野球OBクラブ 公益社団法人  全国野球振興会

TEL：03-3626-8911　
E-mail：info@obclub.or.jp　URL：www.obclub.or.jp

〒130-0012　東京都墨田区太平4-13-2　太平サクラビル2F

OBクラブ 検索

野球教室や講演会を通じて野球の魅力を伝えたり、育成に関わるとともに
チャリティ活動を通じて社会貢献も行っております。

経験と情熱を伝えるために

セカンドキャリアへの道


