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好機到来 !

日本プロ野球OBクラブ
創立25周年記念パーティ

今号のトピックス

第25回ダイワハウス
全国少年少女野球教室

ベースボール
サマーキャンプin芦別

鈴木大地スポーツ庁長官と
八木澤荘六理事長が懇談
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鈴木大地スポーツ庁長官と
八木澤荘六理事長が懇談

日本プロ野球ＯＢクラブ
創立25周年記念パーティー

　3月20日、当会八木澤荘六理事長がス
ポーツ庁の鈴木大地長官と懇談しました。
　鈴木長官からは、政府が進めるスポー
ツの様々な施策について説明を受け、日
本プロ野球OBクラブとして、積極的に協
力させて頂くことを約束しました。
　特に、子どもたちが外遊びをする機会
が減少していることについて意見が一
致。鈴木長官が視察した東京都千代田
区の「ボール遊び場事業」の事例紹介を受
け、スポーツ庁が推進している「ボール遊
びによる公園の活用」について、OBクラ
ブとして積極的に協力していくことにな
りました。その他、当会が幼稚園・認定こ

　日本プロ野球OBクラブは1994年に
任意団体として発足し、本年は創立25周
年にあたります。これを記念して12月
10日（火）に東京ドームホテルで「ファン
との集い」を催すことになりました。皆さ
まのご参加をお待ちしています。
　「ファンとの集い」実行委員会を組織
し、3月18日に第1回委員会を開催、ロ
ゴマークを決定しました。実行委員会が
中心となって、「ファンとの集い」だけで
はなく、25周年事業を企画、実施してい
くことになりました。
　詳細は今後、会報誌、ホームページで発
表していきます。

ども園で行っている「キッズ・ベースボー
ル・プログラム」について、鈴木長官から
高い関心を示して頂きました。
　また、OB会員活躍の場として、一昨
年から政府が予算化して取り組んでいる

「部活指導員制度」に言及。マッチング方
法など、今後、スポーツ庁と協議を重ねて
いくことなりました。
　話し合いを終えてお
互いにサインボールを
交換。笑顔で熱い握手
を交わしました。

お互いに熱い言葉で意見交換

ボールにサインをする鈴木大地長官

笑顔でサインボールを交換する八木澤理事長
（左）と鈴木長官
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北海道
青森県
岩手県
秋田県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
千葉県
神奈川県
山梨県
長野県
新潟県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
富山県
石川県
福井県

12日（日）
12日（日）
26日（日）
12日（日）
18日（土）
12日（日）
12日（日）
12日（日）
12日（日）
18日（土）
18日（土）
6日（月・祝）
12日（日）
11日（土）
12日（日）
26日（日）
5日（日）
12日（日）
12日（日）
12日（日）
5日（日）
12日（日）
12日（日）
12日（日）

農試公園野球場
七戸町総合運動公園野球場
盛岡市少年専用球場ＡＢＣ
十五野公園野球場
富谷市総合運動公園グランドＡＢ
米沢市営野球場（皆川球場）
新地町総合公園野球場
たつのこスタジアム
栃木総合運動公園硬式野球場
富岡市民球場
航空公園野球場
和田堀公園野球場
柏市塚崎野球場
中井球場
塩山総合グラウンド

城山野球場	Tボール尽き
富士総合運動公園野球場
パロマ瑞穂野球場
多治見市営球場
桑名市営九華野球場
小矢部野球場
内川スポーツ広場
松岡総合運動公園（you	meパーク）

札幌市西区
七戸町
盛岡市
横手市
富谷市
米沢市
相馬郡新地町
龍ケ崎市
栃木市
富岡市
所沢市
杉並区
柏市
中井町
甲州市
諏訪市
新潟市西蒲区
富士市
名古屋市
多治見市
桑名市
小矢部市
金沢市
吉田郡永平寺町

13：30～ 16：00
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00
９：00～ 12：00
13：00～ 16：00
13：30～ 15：30
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00
９：00～ 12：00
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00
13：30～ 15：30
12：30～ 15：00

13：30～ 16：30
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00
12：30～ 15：30
９：00～ 12：00
13：00～ 16：00
12：00～ 17：00
13：00～ 15：00

滋賀県
京都府
奈良県
和歌山県
大阪府
兵庫県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
香川県
徳島県
高知県
愛媛県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

12日（日）
12日（日）
3日（金・祝）
12日（日）
6日（月・祝）
12日（日）
25日（土）
1日（水・祝）

19日（日）
12日（日）
12日（日）
12日（日）
12日（日）
6日（月・祝）
12日（日）
1日（水・祝）
12日（日）
12日（日）
12日（日）
26日（日）
12日（日）

京都府鴨川運動公園（柊野）
上野野球場
若もの広場
守口市立大枝公園多目的球技場
ふれあいスタジアム
鳥取市営美保球場
出雲健康公園少年野球場

三次市営球場

長尾総合運動公園　野球場
鳴門オロナミンC球場
香美市秦山公園野球場(土佐山田スタジアム）
ウェルピア伊予球場

みどりの森県営野球場
佐世保市総合グラウンド

平成の森公園野球場
高城運動公園野球場

10：00～ 16：00
13：00～ 16：00
13：00～ 16：00

13：00～ 16：00
13：00～ 16：00

10：00～ 12：30
10：00～ 12：30
13：00～ 16：00

９：30～ 12：30
13：00～ 16：00

８：30～ 11：00
９：00～ 12：00

12：30～ 15：30

名　　称
日　　時
会　　場
主　　催
後　　援
特別協賛
協　　賛

特別協力

 
協　　力

第25回 ダイワハウス全国少年少女野球教室
2019年5月の土・日・祝祭日のうち1日　※所要時間：約3時間
全国47都道府県（47会場）
公益社団法人 全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）
スポーツ庁
大和ハウス工業株式会社
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
公益社団法人全国野球振興会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
公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）
〒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25回 ダイワハウス
全国少年少女野球教室

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

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！
開催にあたり、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
本年度は5月土日及び祝日の分散開催となります。
詳細はホームページにて随時ご案内させていただきます。
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。
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。
ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

第25回 ダイワハウス全国少年少女野球教室  開催日・開催地一覧

第25回 ダイワハウス全国少年少女野球教室　開催概要

（2019年3月25日現在 ※空欄部分は調整中です。）

今年は５月の土日・

祝日で分散開催！

京都府北区
五條市
岩出市
守口市
西脇市
鳥取市
出雲市

三次市
防府市
さぬき市
鳴門市
香美市
伊予市
柳川市
佐賀市
佐世保市
熊本市
宇佐市
都城市
姶良市
名護市
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開催日時 2019年8月5日(月) ～ 8月7日(水）２泊３日

主催 公益社団法人全国野球振興会、北海道芦別市　

募集人員　 150名

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

参加対象 全国の小学校４年生～６年生の男女（野球経験不問）　

お問合せ

日本プロ野球ＯＢクラブベースボールサマーキャンプ
芦別実行委員会事務局
〒079-1371　北海道芦別市上芦別町６番地
（芦別市総合体育館内）
TEL	0124-24-2525
E-mail：baseballcamp@city.ashibetsu.hokkaido.jp

開催場所 芦別市民球場（北海道芦別市上芦別町６番地）

主管 日本プロ野球ＯＢクラブベースボール
サマーキャンプ芦別実行委員会

ベースボールサマーキャンプin芦別
　OBクラブの活動理念として掲げてい
る「野球の技術指導」「プロアマ交流」「青少
年健全育成」の一環事業として、今年も全
国の小学生を対象とした、２泊３日のミニ
キャンプを下記のとおり開催します。
　本キャンプは野球技術の向上だけで
はなく、集団生活による団体活動のルー
ル学習や礼儀作法の習得を目的としてお
り、今年で8回目の開催となります。

　指導講師には、投手部門に有澤賢持さ
ん（元ヤクルト）、林昌範さん（元日本ハ
ム）、その他1名（調整中）、 野手部門に高
橋慶彦さん（元広島）、本間満さん（元ソフ
トバンク）、谷内田敦士さん（元巨人）の全
６名です。
　楽しい夏休みの思い出を北の大地でつ
くりましょう。皆さまのご参加をお待ち
しております！

2019日本プロ野球ＯＢクラブ

■ 2019 開催概要

※写真は過去開催の様子
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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。

福岡県会場では、初の試みとして中体連
所属の先生方を限定とした講習会を行い
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ご自身の指導に活
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～

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）

静岡県会場 1月20日（日）

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）

山形県会場 2月17日（日）

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）

埼玉県会場 2月3日（日）

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）

福岡県会場 3月3日（日）

講師
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開催日時

開催日時

2018年12月7日(金) ～ 2019年1月25日(金)　全10回
※2月3日(日)＠夢の島　紅白戦

2月23日（土）　13:30 ～ 16:00

BASEBALL COACHING CLINIC（BCC）
　1月12日から3日間、全日本野球協会
とNPB主催の「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。
　ＯＢクラブからは3日目の実技指導日
に、サテライトで開催された札幌会場を
含め９名のＯＢ講師を派遣しました。今
年は新たに児童向け指導カリキュラムが
作られ、講師は大石滋昭さん（元巨人）が
務めました。各講師ともに熱のある指導

JA 共済 野球教室
　2月23日（土）に大分県・熊本県で同時開催されたJA共済 少
年野球教室に、ＯＢクラブより大分会場に石毛宏典さん(元西
武)、川崎憲次郎さん(元ヤクルト)のお二人、熊本会場に高橋慶
彦さん（元広島）、川口和久さん（元巨人）
のお二人が講師として参加しました。
　晴天に恵まれたそれぞれの会場で約2
時間半、一人一人丁寧に指導しました。

東京ベースボールスクール
　今回で11回目を迎えた東京ベースボールスクールが、1月
25日（金）に最終回を迎え25名の生徒が卒業しました。練習日
の初日にはOBクラブ八木澤理事長が生徒の激励に訪れました。
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。今回
も生徒の皆さんは日を重ねるごとに上達していかれました。11
年連続で指導にあたった屋鋪要さんは保護者向けに、日頃個人
練習する際のポイントを熱心に指導していただきました。本ス
クールが、今後も飛躍していくように活動していきます。

投手部門：豊田　清さん（元巨人）、
　　　　  小林雅英さん（元ロッテ）

捕手部門：達川光男さん（元広島）

守備部門：川相昌弘さん（元巨人）、
　　　　  佐藤兼伊知さん（元ロッテ）

打撃部門：八木　裕さん（元阪神）、
　　　　  小関竜也さん（元西武）

ボールゲーム：大石滋昭さん（元巨人）

打撃部門：西島貴之さん（元ダイエー）

東京会場

札幌会場

講
師

が繰り広げられ、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。

指導講師
開催会場

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）

指導講師

大分会場：石毛宏典さん（元西武）
　　　					川崎憲次郎さん（元ヤクルト）
熊本会場：高橋慶彦さん（元広島）
　　　					川口和久さん（元巨人）

明治神宮室内練習場（東京都新宿区）

開催会場 大分会場：野口原総合運動場（大分県別府市）
熊本会場：熊本県民総合運動公園（熊本県熊本市）

主催 大分会場：JA共済連	大分
熊本会場：JA共済連	熊本
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　1月26日（土）に高知県の土佐山田スタジアムで小学生以下の児童を
対象に行われた、野球体験イベント「野球場で遊ぼう」に八木裕さん（元
阪神）がゲストとして招かれました。
　八木さんはティーボール体験会や野球盤ブースなどで多くの子ども
たちとふれあい、楽しい時間を過ごしました。

　2月2日熊本市内のホテルにて開かれたエコボール第3回全国集会
に八木澤荘六理事長が出席し、エコボール修繕用の縫い糸を進呈しま
した。
　エコボールの取り組みは、今年で10年目を迎え、36の福祉団体・活
動事業所に広がりをみせています。高校・大学など292の団体から硬
式野球ボールの修繕の委託を受け、昨年1年間で約28,000球が再生さ
れました。
　OBクラブはオフィシャル・サポーターとしてこれからもエコボール
活動を応援していきます。

　昨年末の12月23日（日・祝）、有楽町駅前広場
で行われた「第40回　ユニセフ・ハンド・イン・ハ
ンド　中央大会　募金活動」に八木澤荘六理事
長、松沼博久さん（元西武）、今浪隆博さん（元ヤク
ルト）の3名が参加しました。
　当日の天気はあいにくの雨模様でしたが、各界
の著名人と共に募金活動を行い、多くの方に募金
をしていただきました。終了後の懇親会では、日
本ユニセフ協会の会長・赤松良子様より感謝状を
いただきました。
　当日ご参加いただいた皆さまありがとうござ
いました。また次回開催時も皆さまのご協力を
お待ちしています。

高知県東部地区野球体験イベント
野球場であそぼう

エコボール全国集会

社会貢献事業 
第40回 ユニセフ・ハンド・イン・ハンド 
中央大会

日時 1月26日（土）　9:00 ～ 12:00

主催 高知県野球協会

会場 土佐山田スタジアム（高知県土佐山田市）

ゲスト 八木　裕さん（元阪神）

　高校・大学野球部等から使い古して痛んだ硬式ボールを福祉事
業所が回収・縫い直して、元の学校に納めます。ひと針ずつ丁寧に
縫製したボールは、道具を大事にすること、障がい者の皆さんと学
生の相互理解、また作業にあたる障がい者の皆さんのやりがいを
生み、届く事業所・学校との交流を大切にすることで、地域コミュ
ニティの形成にもつながっています。縫製したボールの報酬は、
１個あたり100円で、これが直接縫った方の報酬となります。

エコボール活動とは
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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

　１月４日、福島市内で「平成３１年福島市新年市民交歓
会」が行われ、大野豊さん（元広島）が参加しました。
　福島市は、２０２０東京オリンピック・パラリンピック競
技大会において、福島あずま球場が野球１試合、ソフトボー
ル４試合の会場となっており、２００４年のアテネオリン
ピック、２００８年の北京オリンピックと２大会連続、野球
日本代表の投手コーチを務めた大野さんが招かれました。
　約８００名が参加した午前中の交歓会では木幡浩福島
市長らとともに鏡開きで登壇。午後からはトークショーが
行われ、オリンピックの思い出話や苦労話を披露しました。
サイングッズをプレゼントする抽選会などを行い、盛況の
うちに幕を閉じました。

オリンピアンとして大野豊さん（元広島）が福島市で講演
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公益社団法人全国野球振興会 2019年度事業計画
（期間：2019年4月1日〜 2020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/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・北海道/ＯＢ9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/ＯＢ19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/12会場/ＯＢ27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

〔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

通年/ＯＢ15人

通年/全国20会場/ＯＢ20人

夏季/北海道芦別市/ＯＢ6人

受託事業
④ キッズ・ボールパーク
未就学児を対象に元プロ野球選手との交流を通じて、スポーツの推進と子ども
たちの健全育成を図ることを目的とする

通年/全国10会場/ＯＢ20人

受託事業

⑤ 中国野球振興事業
行政、団体、企業等からの依頼により野球振興普及のため元プロ野球選手をはじ
めとする当法人の会員を指導者として中国へ派遣し、青少年育成および野球の
技術指導を行う

通年/ＯＢ1人

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/6回/ＯＢ6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/10会場/ＯＢ130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/ＯＢ23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

当年度予定なし

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1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

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 当年度予定なし

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

種別事業計画 ※公益事業 概要 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

事業計画 ※収益・共益事業 概要
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2019年度収支予算

理事会
平成30年度　第6回　理事会が下記の要項にて開催されました。 第1号議案：平成30年度業務執行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30年度・財政中間報告に関する件
第4号議案：平成30年度・財政見通しに関する件
第5号議案：諸規程変更の件
その他・報告事項

2018年12月19日（水）14：06 ～ 16：06

理事19名、監事２名

議題

開催日

参加

顧問・相談役 就任報告

亀岡偉民
相談役

衆議院議員 衆議院文部科学委員長

石井浩郎
顧問

代表出身球団 近鉄バファローズ
参議院議員

（単位：円）2019年4月1日から2020年3月31日まで

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

正味財産増減額

92,275,709

122,479,904

▲30,204,195

25,204,195

▲5,000,000

33,399,890

27,185,769

6,214,121

6,214,121

82,073,005

52,209,048

29,863,957

▲25,204,195

5,120,800

▲461,038

207,748,604

201,874,721

5,873,883

0

5,120,800

753,083

公益目的事業会計 法人管理会計収益事業等会計 合計

定時総会のご案内

2019年6月20日（木）
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。

3月16日（土）、当会理事長の八木澤荘六がZOZOマリンスタジアムの
試合前ステージでトークショーを行い、多くのファンが耳を傾けました。 
　トークショーは、八木澤理事長がオリオンズに
入団した1967年の思い出話からスタートし、球
団史上唯一の完全試合を達成した1973年の話
題に。仙台での太平洋クラブライオンズ戦での
達成に、司会者から「どのへんから緊張しました
か？」との質問に「6回が終わり、あと9人となっ
た7回から意識しました。最終回はマウンドで
膝がガクガク震えたけれど、マウンドの石ころを
見つめて集中して乗り切りました。でも、今思う
と1時間42分、94球。楽な疲れないゲームで
したね」と話すと、聞いていたファンの皆さんか
らは笑いが起こりました。 
　球団が千葉市に移転したのは1992年。前の
年のオフに監督の依頼が来たそうで「新しいス
タートの監督に指名してもらい光栄でした。た
だ、移転が決まり、オフの間、毎日千葉を訪れて、
千葉県や千葉市、千葉にある企業にあいさつに

回りました。これは一番疲れた」と苦笑いして当
時を振り返りました。 
　最後は今のプロ野球の話題へ。近年ヘルメッ
トにフェースガードを装着する選手が増えてい
ることに　「1979年、当時6月の時点で24本塁
打打っていたマニエル選手と対戦してアゴにぶ
つけてしまい大事になりました。狙ったわけで

試合前には、千葉ロッテ、北海道日本ハムのベンチを訪問。井口資仁監督、栗山英樹監督を激励しました。 

はないけれど、経験した身としては皆に装着し
て欲しい」と訴えました。
　最後は当会のＰＲ。「日本プロ野球ＯＢクラブ
は、約1,300名のＯＢが登録しており『野球に恩
返し』を合言葉に野球振興を行っています。一
緒に野球振興を広めていきましょう」と話すと、
大きな拍手が湧き起りました。 
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4氏のサインがひとつの
ボールに！

サイン入り「Calbeeプロ野球チップスカード図鑑」

サイン入り
「学研まんが入門シリーズ［ミニ］
うまくなる少年野球」

八木澤荘六理事長

松沼博久さん
（元西武ライオンズ）

サイン入り
「学研まんが入門シリーズ［ミニ］
うまくなる少年野球」

石毛宏典さん
（元西武ライオンズ）

大洋ホエールズ70周年記念
山下大輔さん  齊藤明雄さん 

遠藤一彦さん  市川和正さん 中根仁さん

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.81プレゼント」係

読者プレゼントPRESENT
応募方法

宛先

直筆サインボール

藪田安彦さん
（元千葉ロッテマリーンズ）

4氏連名サインボール

大洋ホエールズ70周年記念
中塚政幸さん 山下大輔さん

齊藤明雄さん 遠藤一彦さん 
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ようこそOBクラブへ！
森 大輔さんが入会しました
野球人口減少にSTOPをかけるのは私たちOB会員
　石川県で少年野球の監督を3年間経験し、指導対象を
広げたいと学生野球資格を回復した森大輔さん。少年野
球の現場で痛感したことは野球人口減少の深刻な状況で
した。どうすればまたプロ野球選手を目指す子どもたち
が大勢出てきてくれるのだろうと考えた時、プロ野球界
を経験し、引退後にそれぞれの場所で野球の素晴らしさ
を伝えることのできる、日本プロ野球ＯＢクラブの会員
の皆さんの存在こそが、日本野球界の底辺拡大に大きな

1982年8月31日生まれ（36歳）
石川県七尾市出身
石川県立七尾工業高校→三菱ふそう川崎→横浜ベイス
ターズ (04 - 06)→石川ミリオンスターズ (09 - 11)

森	大輔さん
もり				だいすけ

Profile

杉浦 忠投手
公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.40 ］

　本連載は2009年からスタートしてお
り、今回で通算40回、10周年を迎えまし
た。連載第1回は、ちょうどこの年に当博
物館が創立50周年を迎えたことを紹介
しています。当館が開館した1959（昭和
34）年は、セ・パ両リーグがスタートして
10シーズン目で、6月25日の巨人対阪神
戦（後楽園）での天覧試合と、南海ホークス
の悲願の日本一が2大トピックとして挙
げられます。天覧試合については本連載
の第34回でも紹介しており、今回は南海
の日本一と同年MVPの杉浦忠投手につい
てご紹介したいと思います。
　杉浦忠投手は、拳母高（現・愛知県立豊
田西高）から立大に進み、2年時からアン
ダースロー投手となりエースとして活躍。
1958年に南海に入団すると、1年目に27
勝をあげ新人王を獲得。59年には38勝4
敗、防御率1.40という驚異的な成績でチー
ムをリーグ優勝に導き、MVPを受賞して
います。日本シリーズでは、立大時代の同
期である長嶋茂雄選手が中心選手として
活躍している読売ジャイアンツと対戦、こ
こでも“伝説的”な活躍を見せます。

　10月24日（土）の第1戦（大阪球場）は先
発して8回3失点で勝利投手（後続が打た
れるも10-7で勝利）。翌25日（日）はベン
チスタートで、チームが勝ち越した直後の
5回から登板、7回に王貞治選手、森昌彦選
手の連打で1点を失うも後続を抑え、6-3
の勝利に導きました。27日（火）の第3戦（後
楽園球場）では再び先発、9回裏に同点本
塁打を被弾しますが、10回表にチームが
勝ち越し3-2で3連勝、王手をかけました。
　28日（水）の第4戦、勝負をかけた鶴岡
一人監督は杉浦投手を三度先発のマウン
ドに送ります。杉浦投手は要所を抑え被
安打5無失点で完封勝利（3-0）をあげ、南
海を初の日本一に導きました。杉浦投手
の球数は4試合で436球、4連投で4連
勝は日本シリーズ唯一の大記録です。
　写真のユニホームは、俳優で歌手の故・
小坂一也氏の旧蔵品で、杉浦さんご本人か
らプレゼントされたものとのことです。昨
年、ご遺族から当博物館に寄贈されました。
ご遺族は小坂氏から“南海が優勝した時の
もの”と聞いているとのことで、パンツの腰
に背番号が付いていないタイプであること

から、1959年の着用品ではないかと思わ
れます。このユニホームは、開催中の企画
展「野球殿堂ってなあに？」にて展示中（会
期～ 6月23日）です。ぜひご覧ください。

着用ユニホーム

展示では背番号（21）を公開しています。

学芸員 関口貴広
公益財団法人 野球殿堂博物館

Next Professional Life
ＯＢたちの

　株式会社 白寿生科学研究所（本社：東
京都渋谷区）でセカンドキャリアをス
タートされた森さん。白寿生科学研究所
ではアスリート支援での地域貢献を目指
しているとのことで、地元石川県での森
さんの更なるご活躍に期待しています！

力を発揮できると感じご入会いただきました。
　森さんは夏の甲子園石川予選1回戦（輪島実業戦）で23奪三振ノーヒットノーラン
を記録。「言われてやる野球ではなく、自分でやる野球」を合言葉に地元石川県からプ
ロ野球選手を目指す子どもたちを生み出し、支えたいと意気込みます。
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2日（土） 第3回エコボール全国集会in熊本 ザ・ニューホテル熊本
（熊本県熊本市）

14日（木） 第4回野球事業推進委員会 墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

19日（火） 第2回財務委員会 墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

3日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会
（BCS）

ロッテ浦和球場室内練習場
（埼玉県さいたま市）

17日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会
（BCS）

きらやかスタジアム　室内練習場
（山形県山形市）

23日（土） ＪＡ共済少年野球教室 野口原総合運動場　野球場
（大分県別府市）

23日（土） ＪＡ共済少年野球教室 熊本県民総合運動公園
（熊本県熊本市）

2月
曜日 行事名（事業名） 場所

4日（金） 福島市　新年市民交歓会 ホテル福島グリーンパレス
(福島県福島市)

21日（月） 日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール　

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

9日（水） キッズ・ベースボール・プログラム 和歌山中央幼稚園
（和歌山県和歌山市）

24日（木） 第3回野球事業推進委員会 墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

14日（月） 全国野球指導者講習会（BCC） 北翔大学
（北海道江別市）

7日（月）
11日（金）
18日（金）
21日（月）
25日（金）

日本プロ野球OBクラブ
東京ベースボールスクール　

神宮球場室内球技場
（東京都新宿区）

24日（木） キッズ・ベースボール・プログラム 和歌山市立四箇郷保育所
（和歌山県和歌山市）

14日（月） 全国野球指導者講習会（BCC） 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）

26日（土） 高知県東部地区野球体験イベント
（野球場であそぼう）

土佐山田スタジアム
（高知県香美市）

17日（木） キッズ・ベースボール・プログラム 大阪市立北恩加島小学校
（大阪市大正区）

20日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会
（BCS）

草薙総合運動場室内練習場
（静岡県静岡市）

1月
曜日 行事名（事業名） 場所

3日（日） 全国アマチュア野球指導者講習会
（BCS）

KOBES BASEBALL WORKOUT 
STUDIO（福岡県福岡市）

6日（水） 第4回近畿ブロック会議 ホテルプラザオーサカ
（大阪府大阪市）

15日（金） NPO法人北海道野球協議会
理事会・総会

すみれホテル
（北海道札幌市）

18日（月） 第1回創立25周年パーティ実行委員会 ハロー貸会議室
（東京都墨田区）

3日（日） 日本野球連盟北海道地区連盟
平成31年度評議員会

ホテルノースシティ
（北海道札幌市）

4日（月） 第3回財務委員会 墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

13日（水） 第5回常務理事会 墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

19日（火） 第7回理事会 ハロー貸会議室
（東京都墨田区）

14日（木） 内外情勢調査会　講演会 ウェスティンホテル仙台
（宮城県仙台市）
石巻グランドホテル

（宮城県石巻市）

3月
曜日 行事名（事業名） 場所

OB News vol.81 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：2019年 3月

2019年1月〜 3月活動報告

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

富嶋 五郎さん

深澤 督さん

吉江 喜一さん

氏名

南海
国鉄

サンケイ

代表出身球団

2018年12月20日
2019年1月6日
2018年8月29日

逝去日

81
96
70

1937
1923
1949

享年 生年

会員情報

新入会員一覧

村田 修一さん

川相 昌弘さん

加藤 健さん

金丸 将也さん

伊藤 明典さん

森 大輔さん

氏名

巨人
巨人
巨人
広島
巨人
横浜

代表出身球団

38
54
38
32
53
36

年齢

内野手
内・外野手
捕手
投手
投手
投手

ポジション

2019年 3月23日現在

2019年度・日本プロ野球ＯＢクラブ　
チャリティーゴルフ開催予定

25周年記念イベント

（注1）関東地区の会場は旧名レイクウッド総成カントリークラブ
（注2）東海地区は11月中・下旬で開催予定。
（注3）参加費等は現在調整中。 2019年3月11日現在

回数 第26回 第14回第８回 第8回 第20回

地区 関　東 関　西東　海 中国四国 九　州

会場 PGM総成
ゴルフクラブ

三田レークサイド
カントリークラブ

愛岐カント
リークラブ

鷹の巣
ゴルフクラブ

城南カント
リークラブ

千葉県
成田市

兵庫県
三田市

岐阜県
可児市

広島県
廿日市市

熊本県
熊本市場所

11月18日
（月）

11月7日
（木）11月中 11月27日

（水）
11月15日

（金）日付

　日本プロ野球OBクラブ25周年
記念イベントへの皆さまからのご
要望を募集しています。
　ＯＢ会員と一緒にこんなイベン
トをやってみたい！などのご意見
を是非教えてください。

　ご意見・ご要望はinfo@obclub.or.jpまでメールに
てお送りください。宜しくお願い申し上げます。

正（OB）会員専用ページスタート！
　4月5日より、OB会員の皆さまに向けた情報を提供するため、
ＯＢクラブホームページに「正（OB）会員専用ページ」を設置いた
します。
　なお、ページの閲覧には「パスワード」が必要となります。パス
ワードは事務局へお問い合わせ下さい。
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