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新年あけましておめでとうございます。

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

　平成最後のお正月となりました。皆さまいかがお過ごし

でしょうか。

　この大きな区切りの年は、ＯＢクラブにとっても設立25周

年という記念の年となります。素晴らしい年にしなければと

いう使命感を持ち、誠心誠意頑張っていく年にいたしますの

で、ＯＢクラブ会員の皆さまのご理解ご協力を賜りますよう

宜しくお願いいたします。

　昨年は３月に徳島県阿南市で久々にＯＢオールスター、８

月に福島県飯舘村で国会議員とＯＢチームが復興記念試合

を行いました。またファンの方との交流として大阪市内で

10年振りに「関西ファンとの集い」を開催いたしました。

　第12期より「野球事業推進委員会」は指導者育成部会と普

及部会一本化や、「全国少年少女野球教室」分散開催など、よ

り良い活動をしていきたいと思います。

　2013年から実施している「学生野球資格回復」制度も、開

始後6年が経ち、元プロ野球選手経験者が資格を回復すれば

「高校・大学」を指導することができます。今後もこの制度を根

付かせるべく指導者の育成に努めてまいります。

　そして2020年は東京オリンピック・パラリンピックの開催

です。OBクラブとして野球を通じてどのような貢献ができる

か十分に検討し、スポーツの発展に寄与していく所存です。

　皆さま方にとって、この区切りの年が良い年でありますよう

祈念申し上げます。

理事長年始ご挨拶

　毎年5月に開催している全国少年少女
野球教室を2019年度も開催する運びとな
りました。
　今年の開催日は5月の土日及び祝日で
の分散開催となります。48会場（47都道
府県・東京都のみ2会場）の開催日は決ま
り次第OBクラブホームページにてご案内
いたします。
　ＯＢ会員の皆さまへ今回の会報誌にご
案内を同封いたしましたので、是非ご参加
ください。

5月の土日及び祝日での分散開催決定！
第25回全国少年少女野球教室
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山形県会場

2019年2月17日（日）
10：00 ～ 15：10

きらやかスタジアム
（山形市総合スポーツセン

ター野球場）室内練習場
〒990-0075

山形県山形市落合町1 

2019年2月8日（金）

投手：松沼博久さん（元西武）
捕手：西山秀二さん（元広島）
守備：山下大輔さん（元大洋）
打撃：得津高宏さん（元ロッテ）

静岡県会場

2019年1月20日（日）
10：00 ～ 15：10

静岡県草薙総合運動場　
室内競技場
〒422-8008

静岡県静岡市駿河区
栗原19-1

2019年1月11日（金）

投手：藪田安彦さん（元ロッテ）
捕手：市川和正さん（元大洋）
守備：仁志敏久さん（元巨人）
打撃：柏原純一さん（元日本ハム）

埼玉県会場

2019年2月3日（日）
10：00 ～ 15：10

ロッテ浦和球場
室内練習場
〒336-0027

埼玉県さいたま市南区
沼影3丁目8-3

2019年1月25日（金）

投手：齊藤明雄さん（元大洋）
捕手：定詰雅彦さん（元ロッテ）
守備：石毛宏典さん（元西武）
打撃：中根 仁さん（元横浜）

福岡県会場

2019年3月3日（日）
10：00 ～ 15：10

KOBES BASEBALL 
WORKOUT STUDIO

〒812-0882
福岡県福岡市博多区
麦野２丁目13-27

福岡会場は中体連を対象とし
て行い、一般募集は致しません。
ご了承ください。

投手：前田幸長さん（元巨人）
捕手：田口昌徳さん（元ソフトバンク）
守備：松永浩美さん（元ダイエー）
打撃：柴原　洋さん（元ソフトバンク）

2,000円（事前振り込みとなります）

各会場とも定員になり次第締切

日程

受講料

会場

講師

受講募集
締切

※写真は昨年度開催の様子

ベースボール・コーチング・セミナー
（BCS）

　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・コーチング・セ
ミナー（全国アマチュア野球指導者講習
会）』を今年度は山形県、埼玉県、静岡県、福
岡県の４県で開催します。 
　この指導者講習会は、硬式及び軟式、少
年野球・高校・大学・社会人・一般、あらゆる
アマチュア野球指導者・保護者の方を対象
に、ＯＢ会員（プロ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を交わす”
ディスカッションも行います。 
　詳細およびお申し込みはＯＢクラブ

ホームページ専用申し込みフォーム、もし
くは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、議論する講習会。皆さまのご
参加をお待ちしています！ 

参加者

募集中!!

～全国アマチュア野球指導者講習会～
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2018年度
学生野球資格回復研修会報告
　2018年度学生野球資格回復研修会は
12月14日から16日までの3日間、東京
都内で開催されました。昨年までは大阪
でも開かれていましたが、今年は東京会
場のみでの実施にもかかわらず、昨年の
160人に迫る139人の方々が受講されま
した。
　また、日本独立リーグ野球機構傘下の
プロ球団に在籍したことのある方に加え
て、今年から日本のプロ野球を経ずに、直
接海外のプロ球団に入団した方たちも研
修会の受講が可能になり、7人の方が参
加されました。
　1日目のNPBプロ研修会では、巨人OB
で東海大静岡翔洋高校野球部監督、原俊
介氏が「指導者の役割」について講演され
ました。

　学生野球資格回復制度が創設されて6
年が経過、独立リーグ出身者を含め、これ
までに約1,200人の方が学生野球資格を
回復されています。ただし、監督、コーチ
として現場に戻ることはハードルが高い
ようで、日本高等学校野球連盟によりま
すと、2018年10月末現在で、常勤者は
高校では監督26人、コーチ26人、大学で
は監督27人、コーチ44人となっていま
す。
　日本高等学校野球連盟は「多くの方に
指導してもらいたい」（西岡宏堂副会長）
としており、今後OBクラブとしては、学
生野球資格を回復されたOBの方の「夢」
が実現できるように、各方面に働きかけ
ていきたいと思っています。

稲田直人さん

梵英心さん

藪恵壹さん

清水隆行さん

倉持明さん

高田繁さん

大石友好さん

田中浩康さん

豊田清さん

山﨑夏生さん

尾花髙夫さん

鈴木葉留彦さん

井辺康二さん

川相昌弘さん

主な受講者（申込順）

角富士夫さん

井端弘和さん

酒井圭一さん

戸叶尚さん

森脇浩司さん

岡本真也さん

古久保健二さん

小松辰雄さん

中島輝士さん

加藤康介さん

小林雅英さん

宮地克彦さん

本西厚博さん
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「夢・未来応援プロジェクト ブルペン」

「日本プロ野球 OB クラブ杯」

社会貢献事業

～ supported by　学校法人国際学園　九州医療スポーツ専門学校～

■ 各大会開催報告

10月15日

10月16日

11月10日

足立区立第九中学校（東京都足立区）

三郷市立高州東小学校（埼玉県三郷市）

練馬区立大泉学園桜中学校（東京都練馬区）

開催日会場名

内藤尚行さん（元ヤクルト）

林昌範さん（元巨人）

松沼博久さん（元西武）

講師　学校教育の職業理解学習の一環とし
て行っている『夢・未来応援プロジェクト　
ブルペン』を行いました。
　講演では各講師とも自身の生い立ちを
絡めながら、プロ野球選手という“夢”を
掴むまでのお話をしていただき、その話
の一つ一つに生徒たちは目を輝かせなが
ら真剣な表情で耳を傾けていました。
　また、今回は毎回行っている講演・投力
強化のための投げ方教室に加え、初の試
みとして中学校の2校では授業後部活動
にも各講師が参加し、野球部員を指導し
ました。

　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」がこの秋、
10会場で開催されました。
　福岡大会では昨年に引き続き、九州
医療スポーツ専門学校による整体体
験・ストレッチ教室が行われました。

11/3、10

11/17、18

11/17、18

11/23、24

11/24、25

11/23、12/2、8、9

12/1、2

12/8、9

12/8、9

12/15、16

群馬（第6回）

福岡（第10回）

鹿児島（第8回）

大分（第9回）

埼玉（第6回）

千葉（第7回）

長崎（第10回）

宮崎（第9回）

熊本（第9回）

岡山（第5回）

開催日会場名
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　はじまりは2年前。OBクラブ・定永昭
紀常務理事（当時）から「中国の野球振興に
OBクラブの力を」との提案がありました。
中国での青少年育成と野球振興を目指し
たプロジェクトが一般貿易商社である株
式会社東宏トレーディング（東京）内で計
画されており、日本の野球指導をシステム
化し、あらたなMADE IN JAPANとして輸
出を検討中だというのです。

　中国は野球が盛んな国とは言えず、野球
文化の基盤がない海外へのOB会員派遣は
ハードルが高く感じましたが、OBクラブ
の活動目的である「海外の野球に関する技
術水準の向上等野球の普及及び振興を図
り、海外のスポーツの振興と国民の心身の
健全な発達に寄与することを目的とする。

（定款一部抜粋）」と一致する試みであるこ
とから、中国に野球の素晴らしさを伝える
べく、現地へのOB会員派遣を目指し東宏
トレーディングと計画を進めることが決
定しました。

　現地への指導者として白羽の矢が立っ
たのは小牧雄一さんです。小牧さんは鹿
児島商業高等学校、三菱自動車水島を経
て日本ハムファイターズ（’91 ～’00）、西
武ライオンズ（’01 ～’03）に在籍。現役を
引退後はブルペン捕手や独立リーグの高
知ファイティングドッグス、富山サンダー
バーズ、そして韓国プロ野球の斗山ベアー
ズで長年コーチを経験されました。千葉
ロッテマリーンズのアカデミーでは小学
生への指導を経験。小牧さんは海外での
野球指導に情熱をお持ちで、2018年5月
から東宏トレーディング及び中国にある
東宏トレーディングパートナーと現地視
察や打合せを重ね、指導実施に向け具体的
な準備を進めることになりました。

　2018年9月、野球経験者ゼロの上海七
色花小学校（中国上海市）で野球の基本
指導を目的としたティーボール教室がス
タートしました。現在、毎週木曜日に5年
生全98名3クラスを各60分、毎週金曜日
に3年生27名1クラス60分、小牧さんの
オリジナルプログラムによる体育活動が
実施されています。中国の子どもたちは
野球自体を知らず、野球振興に不可欠な
幼少時に遊びながら野球を覚えるという
習慣がありません。まずは野球を知って
もらわなければと、指導プログラムの最初
にプレゼンテーションを組み入れ、生徒と
先生に野球とはどのようなスポーツか、投
げる・打つ・走る・捕るの動作や、少年野球
の試合動画を見てもらいました。プレゼ
ンテーションで小牧さんは礼儀と秩序を
伝えることも忘れません。そして生徒た
ちとの質疑応答を経て、実技のデモンスト
レーションの時間になりました。「デモン
ストレーションをやってみたい人は手を
挙げてください。」の問いかけに、生徒全員
が「やってみたい！」と挙手。中国野球振
興事業は満点のスタートを切りました。

　ミズノ株式会社様の協力を得て、小牧さ
んと東宏トレーディングがデザインした
ユニフォーム一式を七色花小学校の生徒
へプレゼントしました。七色花小学校の
ユニフォームを身にまとった36名の生徒
たちは、系列校の運動会で本プロジェクト

制作の「野球体操」を披露し、大喝采を浴び
ました。また、「日本式野球指導には日本と
同じ野球教材を使用する」を基本方針とし
て、ナガセケンコー株式会社のティーボー
ル用具一式を使用し、小牧さんを中心とし
たプロジェクトチームが現地のイベント
や小学校に限らず学校体育活動へ参加、女
性を含めた一般野球支援まで、野球知名度
アップを目指し日々活動しています。

「現役時代、野球は辛いことばかりだった
ように思います。ですが素晴らしい体験
も沢山させてもらいました。今の自分が
あるのは全て野球のお陰です。だから野
球に恩返しがしたいのです。」小牧さんは
照れながらこう話してくれます。多くの
プロ野球OBが、優れた才能を持ちながら
も機会に恵まれず野球界から離れていっ
ています。野球大国では決してない中国
でも、プロ野球選手は少年少女の憧れで、
希望の星であることが中国野球振興事業
を通して証明されています。「生徒にあら
ゆるスポーツを体験させたい」という七色
花小学校の強い意向や、中国政府が国策と
して発表している学校体育教育形態確立
などが追い風となり、日本を飛び出したプ
ロ野球OBの中国野球振興事業は邁進中で
す。小牧さんの現地での活躍と、中国で野
球が生活の一部に溶け込んで行く過程を
これからも継続してお伝えしていきます。

はじまり

野球未開拓の地 中国

小牧雄一さん（元日本ハム）

現地中国の反応

野球に恩返し

中国で野球の知名度を上げる

中国野球振興事業
～日本プロ野球OBの指導力を海外へ～

-中国上海へ継続的指導がスタートしました-

（レポート　東宏トレーディング　秋山裕美）
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Kids Baseball Program

2018年 日本プロ野球ＯＢクラブ
チャリティーゴルフコンペ

・北恩加島小学校（大阪府大阪市）

・住之江小学校（大阪市住之江区）

・くいのせ保育所（和歌山県和歌山市）

・安原保育所（和歌山県和歌山市）

・栄谷保育所（和歌山県和歌山市）

・芦原幼稚園（和歌山県和歌山市）

開催地

　幼少児向けに「野球を大好きになる子
どもたちを増やそう！」をスローガンに、
2015年にスタートした本事業。2018年
は6 ヶ所にて開催し、木村竹志さん（元西
武）、大野 久さん（元阪神）、井上紘一さん

（元広島）が指導にあたりました。

・試合をすることで子どもたちの意欲も
高まった様子でした。

・野球というスポーツに興味をもった子
もおり、「またやりたい」「楽しかった」と
いう声も多く聞かれ、喜んで参加するこ
とができました。

・一人一人に見せ場があり、自信を持ち友
だちと協力しながら取り組めました。

・子どもたちは「まだやりたい」、「帰らん
といて」と言って喜んでいました。

・「コーン・ボール」のルールが分かりやす
いので子どもたちにとっても無理なく遊
ぶことができました。

・講師の方の話をよく聞き、楽しく野球に
親しみながら活発に運動できました。

開催地の声

多くの皆さまのご参加ありがとうございました。

日時

会場

参加者

第25回関東地区

11月19日（月）

レイクウッド
総成カントリークラブ

千葉県成田市

40名
38名

114名

192名

ＯＢ会員
賛助会員
一 般 他

合　　計

第13回関西地区

11月30日（金）

三田レークサイド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カントリークラブ

兵庫県三田市

17名
4名

49名

70名

ＯＢ会員
賛助会員
一 般 他

合　　計

第７回東海地区

11月21日（水）

愛岐
カントリークラブ

岐阜県可児市

17名
0名

68名

85名

ＯＢ会員
賛助会員
一 般 他

合　　計

第7回中国・四国地区

11月27日（火）

鷹の巣
ゴルフクラブ
広島県廿日市市

16名
４名

102名

122名

ＯＢ会員
賛助会員
一 般 他

合　　計

第19回九州地区

12月17日（月）

筑紫ヶ丘
ゴルフクラブ
福岡県筑紫郡

6名
2名

29名

37名

ＯＢ会員
賛助会員
一 般 他

合　　計
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キッズ・ボールパーク

講演会

スポーツフェア

～この秋も球活委員会イベントへ
　OB クラブより講師を派遣～

　一般社団法人野球・ソフトボール活性化（球活）委員会
が未就学児親子を対象としてＴバッティングやキャッ
チボールを行うイベント「キッズ・ボールパーク」へこの
秋も引き続きＯＢクラブから講師を派遣しました。
　今年度の講師派遣は以上で終了となりますが、来年度
も同イベントへ講師の派遣を行う予定です。

　一般社団法人内外情勢調査会様からのご依頼にて、山
田久志さん（元阪急）の講演会が、9月12日に愛媛県松
山市、11月９日に石川県金沢市、12月5日に愛媛県宇
和島市にて行われました。
　山田さんの「私の野球人生」というテーマの講演に、各
会場とも皆さん熱心に聞き入り、好評を博しました。

　OBクラブが運営協力しています「宝くじスポー
ツフェア ドリームベースボール」が2018年も全国
で開催されました。
　今年は全国７会場で開催。少年少女野球教室の
他、ドリームチームと地元選手が対戦するドリーム
ゲーム等を行い、野球普及の一役を担いました。

10月20日

10月28日

11月10日

西野学園記念体育館（北海道）

丸亀市飯山総合体育館

（香川県）

河内長野市立市民総合体育館

（大阪府）

開催日会場名

西島貴之さん（元ダイエー）

白石静生さん（元広島）、

牛田成樹さん（元横浜）

和田　徹さん（元阪神）、

木村竹志さん（元西武）

講師

9月24日（日）

9月30日（日）

10月14日（日）

11月４日（日）

11月18日（日）

11月23日（金）

12月２日（日）

島根県江津市

岩手県花巻市

広島県三次市

千葉県東金市

栃木県小山市

鳥取県鳥取市

鹿児島県奄美市

開催地

OBクラブでは講演会・トークショーへの講
師派遣を行っています。
イベントをご計画の際にはお気軽にお問合
せください！

過去開催の様子
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OBクラブ 2018年シーズン ベストナイン Best nine 2018
NPB 2018 年度 表彰選手 投票結果（ベストナイン）

日本プロ野球OBクラブ オフィシャルカード 2018年の新商品第二弾

トレカフェスタ 東京 2018 WINTER

完全限定生産「バッティング・リーダーズ ～ホログラフィカ～」が発売されました！

投手
●菅野 智之 
  （巨人） 

三塁手
●宮﨑 敏郎
   （DeNA） 

一塁手
●D.ビシエド
   （中日） 

捕手
●會澤 翼
   （広島）

遊撃手
●坂本 勇人
   （巨人） 

二塁手
●山田 哲人 
  （ヤクルト）

外野手
●丸 佳浩
   （広島）

●N.ソト
   （DeNA）

●鈴木 誠也
   （広島）

投手
●菊池 雄星
   （西武）

三塁手
●松田 宣浩
   （ソフトバンク）

一塁手
●山川 穂高
   （西武）

捕手
●森 友哉
   （西武）

遊撃手
●源田 壮亮
   （西武）

二塁手
●浅村 栄斗
   （西武）

外野手
●柳田 悠岐 
  （ソフトバンク）

●吉田 正尚
   （オリックス）

●秋山 翔吾
   （西武）

　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　バッティング・リーダーズ ～ホ
ログラフィカ～」が12月15日（土）に発売
されました。
　過去に「首位打者」、「本塁打王」、「打点
王」を獲得されたプロ野球OBの方々に
ご登場いただいた本商品は、全てのカー
ドが七色に光るエポック社のホログラム
カード「ホログラフィカ」という高級仕様
で仕上がりました。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

　毎年2回、夏と冬に実施している、ス
ポーツカードファンを対象としたカード
ショーが12月9日（日）開催されました。
今回も会場には全国からカードファンが
各種カード購入、交流などで集まり、OB
クラブ会員の元西武ライオンズの和田
一浩さん、元中日ドラゴンズの宇野勝さ
ん、そして元日本ハムファイターズのカ
ルロス・ミラバルさんによるサイン会、2

2018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・賛助会員が選出しました。

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！

ショット撮影会は大盛況のうち終了しま
した。
　また、今回も主催である株式会社ミン
ト様のご厚意により、賛助会員様は会員
証のご提示で入場を無料にして頂きまし
た。当会ブースへは多くの賛助会員様に
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。

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

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ

巨人菅野智之投手

DeNA宮﨑敏郎三塁手

西武山川穂高一塁手

ソフト
バンク柳田悠岐外野手

広島丸　佳浩外野手

西武森　友哉捕手

巨人坂本勇人遊撃手

ヤクルト山田哲人二塁手

西武秋山翔吾外野手

開催日時
開催会場

主催
ゲスト

2018年12月9日（日）11：00 ～ 16：45
東京都立産業貿易センター台東館4階

（東京都台東区）
株式会社ミント
和田一浩さん（元西武）
宇野　勝さん（元中日）
カルロス・ミラバルさん（元日本ハム）
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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

〒102-8112　東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号

　 Tel 03-5214-2182　Fax 03-5214-2187 携帯電話 080-2457-9184
　 e-mailアドレス ｍ292224＠daiwahouse.jp

大和ハウス工業株式会社　東京本店　
不動産流通事業部　第一営業所　第三課 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　係長　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（50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

別当 薫 1950年
公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.39 ］

　2018年シーズン、東京ヤクルトの山田
哲人選手が3度目のトリプルスリーを達
成しました。NPBでは過去12度（別表参
照）達成されている記録で、複数回達成し
たのは山田選手のみの偉業となります。
　この記録は、1950年のセ・パ両リーグ
がスタートした年に、セ・リーグを制した松
竹の岩本義行、パ・リーグを制した毎日の
別当薫の両選手が初めて達成しています。
今回は当博物館で収蔵している、同年の別
当選手のMVPトロフィーをご紹介します。
　別当選手は兵庫の甲陽中から慶大に進
み、42年春の首位打者となる等、その打
撃で戦時下の神宮のスターとなりました。
翌年の学徒動員、45年の終戦を経て復員
し、46年は慶大主将として春の優勝に貢
献。卒業後、社会人の全大阪を経て、48年、
27歳で大阪タイガースに入団。“ダイナマ
イト打線”の中核を担い、戦後復興ととも

に急激に人気を高めつつあった当時のプ
ロ野球でもスター選手となりました。
　49年シーズン終了後、新球団の毎日オ
リオンズに若林忠志投手らとともに移籍。
50年、43本塁打、105打点で2冠を獲得、
さらに別表の通り打率.335、34盗塁で
トリプルスリーを達成する活躍で、毎日を
パ・リーグの初代王者に導きリーグMVP
を受賞しました。また、日本ワールドシ
リーズでもMVPを受賞しています。その

後、毎日（大毎）、近鉄、大洋、広島で通算20
年にわたり監督を務め、山内一弘、榎本喜
八ら多くの好打者を育て、1988年野球
殿堂入りしています。
　このトロフィーは、高さ55cmで、大理
石の台座の上部には王冠を掲げた人物の
ブロンズ像が据えられています。1959年
の当博物館開館時に別当さんご本人から
ご寄贈いただいており、現在、プロ野球の
歴史コーナーで展示しています。

学芸員 関口貴広

公益財団法人 
野球殿堂博物館

パ・リーグ最高殊勲選手賞トロフィー

出典：NPBホームページより

NPBトリプルスリー達成者一覧

岩本 義行
別当 薫
中西 太
簑田 浩二
秋山 幸二
野村 謙二郎
金本 知憲
松井 稼頭央
山田 哲人
山田 哲人
山田 哲人
柳田 悠岐

松　竹
毎　日
西　鉄
阪　急
西　武
広　島
広　島
西　武
ヤクルト
ヤクルト
ヤクルト
ソフトバンク

1950（セ・リーグ）
1950（パ・リーグ）
1953（パ・リーグ）
1983（パ・リーグ）
1989（パ・リーグ）
1995（セ・リーグ）
2000（セ・リーグ）
2002（パ・リーグ）
2015（セ・リーグ）
2016（セ・リーグ）
2018（セ・リーグ）
2015（パ・リーグ）

.319

.335

.314

.312

.301

.315

.315

.332

.329

.304

.315

.363

39
43
36
32
31
32
30
36
38
38
34
34

34
34
36
35
31
30
30
33
34
30
33
32

選手名 球団 年度 打率 本塁打 盗塁
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ようこそOBクラブへ！

小林雅英さんが入会しました
　この度、日本プロ野球ＯＢク
ラブのお仲間に加えさせて頂き
ました小林雅英です。
　微力ながら、お世話になった
野球界に少しでもご恩返し出来
れば、また、日本球界での経験は
もちろん、メジャーでの経験も
活かせていければと思っており
ます。宜しくお願い致します。

1974年5月24日生まれ（44歳）
山梨県大月市出身
山梨県立都留高校→日本体育大学→東京ガス→千葉ロッテマリーンズ (99 - 07)→クリーブ
ランド・インディアンス (08 - 09)→読売ジャイアンツ (10)→オリックス・バファローズ (11)
アテネオリンピック野球日本代表、最多セーブ投手、月間MVP2回、JA全農Go・Go賞2回、セ・
パ交流戦MVP、パ・リーグ連盟当別表彰、200セーブ、オールスターゲーム出場4回、山梨県イ
メージアップ大賞特別賞、千葉県知事賞、千葉市民栄誉賞、やまなしスポーツ賞、ア・マン・オブ・
ジュエリー賞（2006年）

小林雅英さん
こばやし まさひで

Profile

井端弘和さんが入会しました
　井端弘和です。
　これまでお世話になった野球
界に何か出来ないかと思い、日
本プロ野球ＯＢクラブに加入さ
せて頂くことになりました。
　諸先輩方が多く、まだまだ若
輩者ですが、自分の経験を少し
でも伝えていければと思ってお
ります。
　宜しくお願い致します。

1975年5月12日 生まれ（43歳） 
神奈川県川崎市出身
堀越高校→亜細亜大学→中日ドラゴンズ (98 - 13)→読売ジャイアンツ (14 - 15)
ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞7回、オールスターゲーム優秀選手賞、オールスター
ゲーム・ベストバッター賞、アジアシリーズMVP、スカパー ! サヨナラ賞、月間アットホーム
ヒーロー賞、2013年WBC日本代表、WBC2次ラウンドMVP、WBCベストナイン、オールスター
ゲーム出場8回

井端弘和さん
いばた     ひろかず

Profile

豊田 清さんが入会しました
　日本プロ野球ＯＢクラブに加
えさせて頂くことになりました
豊田清です。
　これまで引退後もユニホーム
を着ておりましたので、初めて
外からプロ野球界を見ることに
なります。自分に何が出来るか
分かりませんが、野球界のお役
に少しでもたてればと思ってお
ります。宜しくお願い致します。

1971年2月2日生まれ（47歳）
三重県亀山市出身
鈴鹿高校→同朋大学→西武ライオンズ (93 - 05)→読売ジャイアンツ (06 - 10)→広島東洋カー
プ (11)
最優秀救援投手2回、最優秀バッテリー賞、ファイアマン賞、月間MVP、JA全農Go・Go賞、オー
ルスターゲーム優秀選手賞、オールスターゲーム4回出場

豊田 清さん
とよだ     きよし

Profile

山﨑夏生さんが入会しました
　お騒がせ審判だった山崎夏生
です。パ・リーグで29年、NPB
審判技術指導員として8年、都合
37年間プロ野球界で飯を食わせ
てもらいました。昨年末をもち
まして退任し、今年から日本プ
ロ野球ＯＢクラブの仲間入りを
させていただきます。
　野球の腕はたいしたことな
かったのですが、根っからの審
判好きで、それは今も同じです。
ＯＢゲームなどでマスクをかぶ
るのが今から楽しみです。
　昨日の敵は今日の友、どうか

「退場！」とコールさせぬよう、お
手柔らかにお付き合いください。

1955年7月2日生まれ（63歳）
新潟県上越市出身
新潟県立高田高校→北海道大学→パシフィック・リーグ審判部
出場試合数1451回・オールスター 3回出場（審判）

山﨑夏生さん
やまざき  なつお

Profile
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〒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.80プレゼント」係

新春読者プレゼント

PRESENT
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）。
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。

応募方法

宛先

サイン入り
「Calbee
プロ野球チップス
カード図鑑」

サイン入り
「漂流者」

サイン入り
「プロ野球審判
ジャッジの舞台裏」

サイン入り
トレーディング
カード

石毛博史さん・
仁志敏久さん

マック鈴木さん

山﨑夏生さん

吉田好太さん

サインボール
江本孟紀さん

サインボール
仁志敏久さん

サインボール
髙橋尚成さん

サインボール
土谷鉄平さん

サインボール
川口和久さん

サインボール
東尾 修さん

新
春
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12日（金）
14日（日）
15日（月）
16日（火）
20日（土）
23日（火）
29日（水）
28日（日）
31日（水）
31日（水）

Kids Baseball Program
スポーツフェア③
夢・未来応援プロジェクト
夢・未来応援プロジェクト

「キッズ・ボールパーク」北海道会場
Kids Baseball Program
Kids Baseball Program

「キッズ・ボールパーク」香川県会場
四国アイランドリーグplus AWARD 2018
NPO法人 北海道野球協議会 理事会

本渡公園（和歌山県和歌山市）
みよし運動公園野球場（広島県三次市）
足立区立第九中学校（東京都足立区）
三郷市立高州東小学校（埼玉県三郷市）
西野さくら幼稚園体育館（北海道札幌市）
栄谷保育所（和歌山県和歌山市）
和歌山市立芦原幼稚園（和歌山県和歌山市）
飯山総合体育館（香川県丸亀市）
松山全日空ホテル（愛媛県松山市）
北海道野球協議会 事務所（北海道札幌市）

10月
曜日 行事名（事業名） 場所

30日（金）

27日（火）

27日（火）

23日(金)
24日(土)
24日(土)
25日(日)

23日(金)
23日（金）

21日（水）

19日（月）

20日（火）

18日（日）

30日（金）

17日(土)
18日(日)
17日(土)
18日(日)

8日（木）
9日（金）
10日(土)
10日(土)
10日(土)
15日(木)

8日（木）

3日(土)
4日（日）

第13回関西地区　日本プロ野球OBクラブ
チャリティーゴルフコンペ

NPB AWARD2018

第7回中国・四国地区　日本プロ野球OBクラブ
チャリティーゴルフコンペ

日本プロ野球OBクラブ杯（埼玉） 狭山市営上奥富運動公園野球場
A・B面（埼玉県狭山市）

日本プロ野球OBクラブ杯（大分）
日本プロ野球OBクラブ杯（千葉）１回戦
スポーツフェア⑥

第7回東海地区　日本プロ野球OBクラブ
チャリティーゴルフコンペ

第25回関東地区 日本プロ野球OBクラブ
チャリティーゴルフコンペ
資格制度検討部会

スポーツフェア⑤

日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール　1/10

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（鹿児島）

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（福岡）

第4回常務理事会
内外情勢調査会　石川支部懇談会
夢・未来応援プロジェクト
日本プロ野球ＯＢクラブ杯（群馬）

「キッズ・ボールパーク」大阪府会場
資格制度検討部会

第12期 財務委員会・活性化委員会
拡大合同委員会（第１回）

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（群馬）
スポーツフェア④

三田レークサイドゴルフクラブ
（兵庫県三田市）

グランドプリンスホテル新高輪
（東京都港区）

鷹ノ巣ゴルフクラブ
（広島県廿日市市）

ダイハツ九州スタジアム他
（大分県宇佐市）

松戸市立第一中学校ほか（千葉県松戸市）
コカコーラウエストパーク野球場（鳥取県鳥取市）

愛岐カントリークラブ
（岐阜県可児市）

レイクウッド総成カントリークラブ
（千葉県成田市）
NPB（東京都港区）

小山運動公園野球場（栃木県小山市）

片江中学校　ほか（福岡県福岡市）

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

日置市伊集院総合運動公園野球場　
ほか（鹿児島県鹿児島市）

ハロー貸会議室錦糸町（東京都墨田区）
ANAクラウンプラザホテル金沢（石川県金沢市）
練馬区立大泉学園桜中学校（東京都練馬区）
北部基幹グラウンド（群馬県前橋市）
河内長野市総合体育館（大阪府河内長野市）
NPB（東京都港区）

ハロー貸会議室錦糸町
（東京都墨田区） 

北部基幹グラウンド（群馬県前橋市）
東金青年の森公園野球場（千葉県東金市）

11月
曜日 行事名（事業名） 場所

14日（金）
15日（土）
16日（日）

9日（日）

23日（日）

21日（金）

19日（水）

17日（月）

15日（土）
16日（日）

14日（金）

8日（土）
9日（日）
8日（土）
9日（日）
8日（土）
9日（日）

7日（金）

5日（水）

2日（日）

2日（日）
2日（日）

1日（土）
2日（日）

学生野球資格回復研修会
トレカフェスタ

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉）
準決勝・決勝

第40回ユニセフ ハンド・イン・ハンド

日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール　4/10

第6回理事会

第19回九州地区 日本プロ野球OBクラブ
チャリティーゴルフコンペ

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（岡山）

日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール　3/10

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（宮崎）

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（熊本）

日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール　2/10

伊予銀行宇和島支店　顧客向け講演会
（内外情勢調査会）

日本野球連盟北海道地区連盟
平成30年度ベストナイン表彰式

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉）２回戦
スポーツフェア⑦

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（長崎）

関西大学東京センター
立教大学池袋キャンパス
々

都立産業貿易センター（東京都台東区）

松戸市立第一中学校ほか
（千葉県松戸市）

有楽町駅前広場（東京都千代田区）

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

KFC Hall＆Rooms
（東京都墨田区）

筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
（福岡県筑紫郡）

奥市公園野球場ほか
（岡山県岡山市）

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

田野運動公園野球場
（宮崎県宮崎市）
県民総合運動公園野球場

（熊本県熊本市）

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

伊予銀行宇和島支店
（愛媛県宇和島市）

ホテルノースシティ
（北海道札幌市）

松戸市立第一中学校ほか（千葉県松戸市）
名瀬運動公園野球場（鹿児島県奄美市）

諫早市営球場ほか（長崎県諫早市）

12月
曜日 行事名（事業名） 場所
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2018年10月〜12月活動報告

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

河井 昭時さん

金田 留広さん

森下 正夫さん

氏名

広　島
広　島
南　海

代表出身球団

2018年7月26日
2018年10月2日
2018年10月26日

逝去日

68
71
85

1949
1946
1933

享年 生年

会員情報

新入会員一覧

梵 英心さん

山﨑 夏生さん

ラルフ ブライアントさん

豊田 清さん

石毛 博史さん

小林 雅英さん

井端 弘和さん

氏名

広島
パ・リーグ

近鉄
西武
巨人

ロッテ
中日

代表出身球団

38
63
57
47
48
43
43

年齢

外野手
審判
外野手
投手
投手
投手
内野手

ポジション

2018年 12月4日現在

義援金について
2018年7月14日に大阪で開催した「ファンとの集い
2018」にてご参加の皆様からお預かりした募金178,490円
と、OBクラブより贈らせていただきました1,000,000円
の義援金につきまして、日本赤十字社より受領証が届きま
したのでご報告いたします。
ご協力を賜りました皆様に心より御礼申し上げます。 

被災地の皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し
上げます。 
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