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第25回ダイワハウス
全国少年少女野球教室を開催しました

　初めての試みとして5月の土・日・祝日、
全国47都道府県にて分散開催した本教
室は、1995年から「100万人とキャッチ
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、体力増進を目指した野球教
室です。
　本年も大和ハウス工業株式会社様の特
別協賛を得て、全国で8,109人の子ども
たちが参加、415名のプロ野球OBが指
導にあたり、全国の会場で楽しい野球教
室が行われました。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
いましたら嬉しいかぎりです。本教室を
きっかけに将来を担う子どもたちが、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。
　当日は、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、ご自身のご指導につながるような収
穫はありましたでしょうか。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。それが子どもたちに
還元されていくのだと思います。
　第25回の開催を終え、参加児童の延べ
人数は271,925名となり、事業のキャッ
チフレーズである「100万人とキャッチ
ボールを！」にまた1歩前進しました。
100万人まではあと728,075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。
　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。
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元読売巨人軍 内野手、鈴木康友さんにお話を伺いました。
鈴木康友さん

闘い
　2017年夏、四国アイランドリーグ・徳島
インディゴソックスヘッドコーチ在任中の
夏、たった10本程のノックで息切れがし、
体調が思わしくないなあと病院を受診す
ると「骨髄異形成症候群」と診断されまし
た。急性白血病に移行する前段階の病気
です。完治するには骨髄移植するしかな
く、翌年3月にさい帯血移植を受けました。
　1978年読売ジャイアンツに入団してか
ら2017年まで途切れることなく様々な
球団でプレー、指導を行ってきましたが一
変、闘病生活が始まりました。

野球教室で復活
　闘病中は免疫低下のため室内絶対安静
の状態でしたが、必ずユニフォームを着て
もう一度グランドに戻るという強い意思
で頑張れました。
　2019年5月OBクラブ主催の「全国少年
少女野球教室」で復活を遂げた鈴木さん。
当日は太陽が輝く野球グランドで272人
の子どもたちへ野球の素晴らしさを伝え
ました。

病気がもたらしたもの
　今までは野球に関することを皆さんに
お伝えすることが自分の使命だと思って
いましたが、この病気を体験したことで、
病気で苦しんでいる方々、立ち向かおうと
懸命に生きている方々を励ましたいとい
う思いが日々増え、野球以外にも伝えたい
ことが生まれました。
　今年は退院して１年、3月に血液型が変
わり、5月に新年号、7月には還暦を迎え
ました。生かされた命、新たなスタートと
し精進していきたいと思っています。

　今後は機会があれば、病院・施設へ積極
的に出向き、皆さんと交流していきたい
し、歌も披露したいですねと笑顔をみせた
鈴木さん。全国各地で鈴木さんの歌声が
聞けるのがとても楽しみです。

1959年7月6日（60歳）　奈良県五條市出身

選手歴
天理高校→巨人 (78 - 84)→西武 (85)→中日(86 - 90)→西武
(90 - 92)

監督・コーチ歴
西武 (93 - 00)、巨人 （02 -03)、オリックス(04)、茨城ゴールデ
ンゴールズ (05 - 06)、富山サンダーバーズ (07 - 09)、西武(10 
- 11)、楽天 (12 - 14)、ソフトバンク(15 - 16)、徳島インディゴ
ソックス (17)

鈴木康友さん
すずき　やすとも

Profile

SPECIAL INTERVIEW

※このようなイベント企画をご希望の方がいらっしゃ
いましたらホームページより事務局へお問い合わせく
ださい。

ミニミニトークショー ～平成最後の思い出に～
開催日時 2019年4月20日(土)　

13:30 ～ 15:30

参加ゲスト 八木澤荘六さん（元ロッテ）、
石毛宏典さん（元西武）

会場 目黒すし太一
（東急東横線　祐天寺駅）

　賛助会員の皆さまより多くの開催希望
の声をいただいておりましたプロ野球OB
会員との交流の場として2019年4月20
日（土）に東急東横線、祐天寺駅にあります

「目黒すし太一」（2018、2019年ミシュ
ラン掲載店）ご協力の下「ミニミニトーク
ショー～平成最後の思い出に～」を開催し
ました。定員9名という小規模な交流の
場となりましたが賛助会員6名、一般の方
3名にお集まりいただきました。
　当日は美味しい料理とお酒を酌み交わ
しながら、野球界の今後の課題や、八木澤・
石毛両氏の現役時代の裏話など、終始笑い
声に包まれました。
　また、日本プロ野球OBクラブ設立25

周年を記念して製作されたオリジナル
トートバックを参加者全員へプレゼント
させていただきました。
　今後、色々なイベントを継続して開催で
きればと考えております。決まり次第Ｏ
Ｂクラブホームページに掲載させていた
だきますのでご注目ください。
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※応募条件などの詳細は、ホームページをご覧ください

※投力強化の内容追加や給食参加・部活動指導など学校側の
ご要望を伺い、可能な範囲で内容を計画します。
※旅行会社や旅行代理店、個人からの応募、お問合せは不可と
なります。

※関東地区の開催日が
変更となりました。
11月18日（月）
→11月25日（月）

（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）開催要項・参加費は現在調整
中。参加申込は８月下旬頃、発送い
たします。

～夢・未来応援プロジェクト ブルペン～ 2019 年度募集が始まりました！
社会貢献事業

　学校教育での職場訪問学習の一環とし
て開催している「夢・未来応援プロジェク
ト　ブルペン」の今年度の受入団体を募集
中です。ホームページにも詳細を掲載し
ています。対象は学校や教育委員会です。
お子さんやお孫さん、身近な学校教育関係
者の皆さまに活動を広めていただけます
よう宜しくお願いします。

チャリティーゴルフ  開催会場が決定しました

トレカフェスタ 東京 2019 SUMMER
賛助会員さま入場無料！

トレカフェスタ 東京 2019 SUMMER
　トレーディングカードショーが東京都立産業貿易センター台東館にて開催
されます！当日は、OBクラブも出展し、OBクラブオフィシャルトレーディ
ングカードの新作「キャリア・アチーブメント2019」の先行発売の他、賛助会員
さまの新規入会・更新申込もお受けいたします。
　なお、今回も主催である株式会社ミントさまのご好意によりOBクラブ賛助
会員の皆さまは会員証提示で入場料が無料となります。ぜひご来場ください！

● 2019年8月24日（土）
● 東京都立産業貿易センター 台東館 6階展示場
　（東京都台東区）
● 主　催：株式会社ミント
● ゲスト：井端弘和さん（元中日）

応募〆切：定数になり次第〆切
実施期間：2019年7月1日～ 2020年3月31日

応募対象 全国の小学校、中学校
または教育委員会

派遣する
プロ野球ＯＢ

OB会員 1名
（選手、審判、トレーナーなど）

実施内容
OBと生徒による
1・２時間程度のディスカッション、
質疑応答

受入校数 6校（団体）予定
（関東近郊5校・その他地域1校）

2019 年度の受入について

地区

会場

回数

11月25日㈪

関　東

ＰＧＭ総成
ゴルフクラブ

第26回

千葉県成田市

11月７日㈭

関　西

三田レークサイド
カントリークラブ

第14回

兵庫県三田市

11月29日㈮

東　海

愛　　　　　岐
カントリークラブ

第8回

岐阜県可児市

11月27日㈬

中国四国

鷹　の　巣
ゴルフクラブ

第8回

広島県廿日市市

11月15日㈮

九　　州

城　　　南
カントリークラブ

第20回

熊本県熊本市場所

開催日
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ホームページをリニューアル
正（OB）会員・賛助会員  専用ページなどがスタートしました

　OBクラブ主催イベント詳細や、学生野
球資格回復研修制度、講師派遣登録ページ
を公開中です。
　OB会員の皆さまに向けた情報を提供し
ていきます。

〈 正（OB）会員専用ページ 〉

推奨商品のご紹介

推奨商品詳細・ご購入は
コチラから

　OBクラブでは野球用具及び野球関連商品について、当会推奨商品認定規定に
従い審査を行い、「推奨商品」として認定しています。推奨商品の認定をご希望
の方は資料等ございますので、お気軽にお問い合わせください。

　賛助会員限定イベント詳細や、各種事業
の情報を賛助会員の皆さまへ優先公開し
ています。

5月に行われました全国少年少女野
球教室では、賛助会員の皆さまへ現
地ボランティアを募りました。教室
の補助や、運営のお手伝いをしてい
ただきました。

〈 賛助会員専用ページ 〉

　OBクラブの活動を支えていただいてい
る特別会員の皆さまを企業ロゴとともに
ご紹介しています。
　特別会員は法人様向け
の会員制度です。

〈 特別会員ページ 〉

　25周年記念イベント開催に向けた実行
委員29名を公開中です。
　イベント詳細や実行委員会の様子など
を公開していきます。

〈 25周年特設ページ 〉

https://www.obclub.or.jp/

OBクラブ 検索でいますぐ

新設 新設

新設

リニューアル

リニューアル

　写真を多用し、より分かりやすい紹介
ページにリニューアルしました。
　約1,300名のプロ野球OBが様々な事
業で活躍中です。野球技術・知識はもちろ
ん、礼儀やコミュニケーション等の指導も
可能です。
　企業・自治体の企画担当の皆さまにお
かれましては、主催イベントの集客・販促
ツールとしてもご活用いただいています。
　各種事業は冠スポンサーをいただき開
催することが可能ですので是非ご検討く
ださい。

〈 事業紹介ページ 〉

「トレーニンググラブ」
久保田運動具店共同開発

OB会員のアドバイスから生まれた、内
野守備練習、キャッチボール練習用グラ
ブです。真ん中で捕球できるように、手
のひらサイズでコンパクト！

「レギュラー」
泥汚れ専用洗剤

ユニフォームの洗濯には泥汚れ専用洗
剤をお試しください。頑固な泥汚れがつ
け置き洗いで驚きの白さに！

「Ｃ - ＦＬＡＰ®」
顔用プロテクター

打者用ヘルメットへ取り付けることによ
りあごと頬のケガを軽減する顔用プロ
テクター『Ｃ-ＦＬＡＰ®』がOBクラブ
推奨商品に仲間入り！

ボランティアで参加した賛助会員の皆さんと記念
撮影
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日時 5月12日（日）　10:00 ～ 13:00

主催

葛飾区
葛飾区教育委員会
一般社団法人葛飾区体育協会
エンジョイスポーツ2019実行委員会

会場 葛飾区奥戸総合スポーツセンター野球場（東京都葛飾区）

講師
井端弘和さん（元巨人）
林　昌範さん（元巨人）
今浪隆博さん（元ヤクルト）

　5月12日（日）に行われたエンジョイスポーツ2019少年少女野球教
室にOBクラブより井端弘和さん（元巨人）、林昌範さん（元巨人）、今浪
隆博さん（元ヤクルト）の３名が講師として参加しました。
　井端さん・今浪さんによる守備指導や打撃指導、林さんによるピッチ
ング指導が約2時間半行われ、子どもたち1人1人とふれ合いました。
　教室の最後に行われた林さん 対 井端さん・今浪さんの対決では、間
近でみる元プロ野球選手のプレーに子どもたちから大きな歓声が上
がっていました。
　野球教室終了後には、当日誕生日を迎えた井端さんを参加者皆でお
祝いするサプライズもしていただき、講師陣も思い出に残る野球教室
となりました。

エンジョイスポーツ2019　少年少女野球教室

本年度のスポーツフェアがスタート！
　OBクラブが運営協力しております「宝くじスポーツフェア 
ドリームベースボール」（主催：（一財）全国自治センター、企画制
作：（株）ぎょうせい）が本年度も5月26日の兵庫県明石市から
スタートしました。各会場では、子どもたちの野球教室やドリー
ムチームと地元チームとの対戦など、様々な野球イベントが行
われます。
　本年は12月まで全国10自治体での開催が予定されています。
開催日等詳細はホームページより事務局へお問い合わせくださ
い。

明石市
廿日市市
佐久市
富岡市
常陸大宮市
大和市
伊万里市
可児市
今治市
鹿屋市

「明石トーカロ球場」
「佐伯総合スポーツ公園野球場」
「佐久総合運動公園野球場」
「富岡市民球場」
「大宮運動公園市民球場」
「大和スタジアム」
「国見台野球場」
「ＫＹＢスタジアム」
「今治市営球場」
「平和公園野球場」

兵庫県
広島県
長野県
群馬県
茨城県
神奈川県
佐賀県
岐阜県
愛媛県
鹿児島県

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

開催終了

開催終了

開催終了
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　2018年より講師派遣を行っている「キッズ・ボー
ルパーク」は一般社団法人野球・ソフトボール活性
化（球活）委員会が未就学児と保護者を対象として
ティーバッティングやキャッチボールを行うイベ
ントです。
　既に開催された2会場（下表）では多くの皆さまに
ご参加していただき、講師と共にボールにふれ合い
ました。
　次回は9月以降の開催になります。詳しい日程
等は球活委員会ホームページ（https://kyukatsu.
jp/）をご確認ください。

キッズ・ボールパーク

日本プロ野球OBクラブ杯

　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」が下記会場で開催されました。

～ supported by　学校法人国際学園　九州医療スポーツ専門学校～

4/28,29

5/11,18

5/18,19

岩手（第8回）

茨城（第6回）

鳥取（第9回）

開催日会場

滝沢南中学校

東部中学校

南部・法勝寺中学校

優勝校

5/12

5/26

きしろスタジアム
（兵庫県）

羽曳野市青少年
児童センター体育館

（大阪府）

開催日会場

和田　徹さん（元阪神）
相木　崇さん（元阪神）

井上貴朗さん（元阪神）
井上紘一さん（元広島）

講師

各大会開催報告

～今年も球活委員会イベントへ OB クラブより講師を派遣～

滝沢南中学校南部・法勝寺中学校
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公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.41 ］

　前号でもご紹介した通り、当博物館は
1959（昭和34）年に開館し、今年60周年
を迎えました。開館記念日である6月12
日（水）に入館料を一律60円としたとこ
ろ、平日にもかかわらず500人を超えるお
客様にご来館いただくことができました。
　また、開館60周年記念展「野球殿堂っ
てなぁに？」を3月15日（金）～ 6月23
日（日）まで開催、野球殿堂のしくみをわ
かりやすく紹介しました。出身地、出身
校、球団別リストなど、これまでとは異な
る切り口での紹介も試み、実物資料につ

いては「背番号3」、「本塁打王」、「サブマ
リン」、「名監督」等テーマごとの展示を行
い、ご好評をいただきました。
　今回ご紹介するのは、6月5日（水）の
学生野球資格回復研修特例に先立ち、殿
堂入り5氏が来館した際に本展会場で撮
影した写真です。杉下 茂氏（85年殿堂入
り、以下同）、野村克也氏（89年）、福本 豊
氏（2002年）、門田博光氏（06年）、堀内恒
夫氏（08年）の5氏に、それぞれゆかりの
資料の前で写真を撮影させていただきま
した。

学生野球資格回復研修特例で殿堂入り5氏が来館

福本氏と門田氏　本塁打王、安打製造機をテーマとした展示
で、ご自身のバットを見ながら語りあう両氏。

杉下氏　1951年春に参加した米国3A、シールズのキャンプ
で着用したユニホームの前で。

野村氏と門田氏　NPB通算本塁打2位、3位の両氏が南海
時代のご自身のユニホームの前で。

堀内氏　殿堂入りに際しご寄贈いただいた現役時代のグラ
ブの前で。

学芸員 関口貴広
公益財団法人 野球殿堂博物館

学生野球資格回復研修特例
2019年度
学生野球資格回復研修制度
実施予定

　野球殿堂入りした野球殿堂顕彰者を対
象とした「学生野球資格回復研修特例」が
6月5日（水）、野球殿堂博物館と東京ドー
ムホテルで行われわれました。杉下茂さ
ん、野村克也さん、福本豊さん、堀内恒夫さ

ん、門田博光さんが受講しました。研修特
例ではプロアマの歴史、新人獲得ルール、
高校生の体とケガ予防、指導者の役割など
の講義が行われました。

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」の受講が必須となります。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「適性認定申請書」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クラブのホームページにて
受付を開始いたします。

開催日：12月13日（金）
所要時間：5時間程度

開催日：12月14日（土）・15日（日）
所要時間：各日7時間程度

プロ研修会受講

学生野球研修会受講

STEP

1

STEP

2

※両研修会は東京会場のみでの開催となります。

写真提供：公益財団法人 野球殿堂博物館
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公益社団法人全国野球振興会 2018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13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：  8,685人（小学１年生～中学3年生）
　　＞　派遣会員：  383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（日）、2月3日（日）、2月17日（日）、3月3日（日）
　　＞　会 場 数：  全国4ブロック4会場
　　＞　参加対象：  アマチュア野球指導者　253人
　　＞　派遣会員：  16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14日（月）
　　＞　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）、
　　　　　　　　　北翔大学（北海道江別市）
　　＞　参加対象：  野球指導者約400人超
　　＞　派遣会員：  9人

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

 〔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）
　本年度の開催実績なし。

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14日（金）
　　＞　会 場 数：  1会場（関西大学東京センター）
　　＞　参加対象：  プロ野球出身者139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：  11月30日・12月7日、14日、21日・１月7日、11日、18日、
　　　　　　　　    21日、25日
　　＞　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　25人
　　＞　派遣会員：  6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14日（金）・10月15日（月）、16日（火）・11月10日（土）
　　＞　会　　場：  4会場
　　＞　参加対象：  小学生、中学生
　　＞　派遣会員：  4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17日（日）
　　＞　会 場 数：  1会場（埼玉県さいたま市）
　　＞　派遣会員：  2人

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〕
　　本年度の開催実績なし。

　　〔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・日）
　　＞　会　　場：  有楽町駅前広場（東京都千代田区）
　　＞　派遣会員：  3人

　　〔エコボール活動〕
　　障がい者の雇用機会創出活動。

■　各種事業概略

（期間：2018年4月1日～ 2019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：  15会場
　　＞　参加対象：  野球愛好者全般
　　＞　派遣会員：  31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（水）～ 8月10日（金）2泊3日
　　＞　会　　場：  芦別市民球場
　　＞　参加対象：  小学4年生～小学6年生　112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：  8会場
　　＞　派遣会員：  8人

4 動画による野球教室（自主事業）
　本年度の開催実績なし。
　　　

〔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：  14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：  8月12日（日）
　　＞　会　　場：  いいたて球場（福島県飯舘村）　　  
　　＞　派遣会員：  18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：  7会場
　　＞　派遣会員：  92人（1回あたり13人～ 14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 ：  13大会
　　＞　参加校数:  191校
　　＞　野球教室開催：  5会場
　　＞　派遣会員：  29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、本年度に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19日（月）/関東地区、11月21日（水）/東海地区、
　　　　　　　　　11月27日（火）/中国四国地区、11月30日（金）/関西地区
           　　　 12月17日（月）/九州地区
　　＞　会 場 数：　5会場

2　 ファンの集い　
　　＞　実 施 日：7月14日（土）
　　＞　会　　場：リーガロイヤルホテル大阪
　　＞　派遣会員：45名
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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

令和最初の定時総会と都道府県代表幹事会を6月20日に開催いたしました。幹事会では、初の試みで分散
開催した第25回ダイワハウス全国少年少女野球教室について意見交換を行いました。分散開催にするこ
とで全ポジションの講師を各会場へ派遣することができ、より充実した野球教室になったと肯定的な意見
が多くあり、第26回大会も分散開催で実施することになりました。引き続き皆さまのご支援、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
2019 年度定時総会

都道府県代表幹事 就任報告
【代表幹事就任】

都道府県代表幹事会

１.　日　時：2019年６月20日（木）　
　　 　　　 15：06 ～ 15：34
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1,308名
４.　出席正会員数859名
　　 内訳（正会員本人出席50名、委任状出席809名）
５.　報告事項　2018年度 監査報告
　　　　　　　 2018年度 事業報告
６.　議　案
　　第1 号議案　2018年度（2018年4 月1 日から
　　2019年3 月31 日まで）
　　決算の承認に関する件　◇ 承認可決

●出席者　　ブロック長、都道府県代表幹事、
　　　　　　野球事業推進委員会委員
●主な議題　2018年度事業報告/
　　　　　　2019年度事業計画/
　　　　　　各種開催事業に関する件

去る６月20日に定時総会が開催され、第１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。

森　大輔さん（元横浜）石川県

渋谷　通さん（元広島）　
※森宝生氏異動により後任

埼玉県

森　宝生さん（元西武）　
※寺沢高栄氏辞任、埼玉県幹事からの異動

千葉県

植松精一さん（元阪神）　
※島野雅亘氏辞任により後任

静岡県

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、幹事会が開催されました。
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。

貸借対照表 2019年 3月31日現在

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

          現           金           預          金

          未                 収                 金

          前                 払                 金

          貯                 蔵                 品

        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

科        目

135,773,463

7,515,511

427,538

372,230

144,088,742

20,000,000

20,000,000

3,590,414

7,007,688

15,458,118

36,830,603

1,677,000

64,563,823

217,845

334,941

35,814

378,560

1,472,900

2,440,060

87,003,883

231,092,625

4,062,383

10,180,000

131,551

800,807

1,380,000

4,253,200

2,322,600

23,130,541

5,277,999

5,277,999

28,408,540

0

202,684,085

20,000,000

60,973,409

202,684,085

231,092,625

当年度

135,530,933

13,474,736

422,138

305,710

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

60,973,409

206,657,560

236,527,180

前年度

242,530

-5,959,225

5,400

66,520

-5,644,775

0

0

262,401

0

0

0

0

262,401

-72,615

74,153

-53,719

0

0

-52,181

210,220

-5,434,555

-4,551,824

-30,000

-301,076

457,895

-520,000

254,100

2,062,700

-2,628,205

1,167,125

1,167,125

-1,461,080

0

-3,973,475

0

0

-3,973,475

-5,434,555

増  減

（単位：円）
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　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.82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

西山秀二さん
（元広島東洋カープ）

直筆サインボール

今井雄太郎さん
（元阪急ブレーブス）

直筆サイン入り 
トレーディングカード

西崎幸広さん
（元日本ハムファイターズ）

直筆サイン入り 
トレーディングカード

松永浩美さん
（元阪急ブレーブス）

直筆サインボール

井端弘和さん
（元読売ジャイアンツ）

直筆サインボール

豊田　清さん
（元西武ライオンズ） 直筆サイン入り 

オリジナルトートバッグ

石毛宏典さん
（元西武ライオンズ）

直筆サイン入り 
オリジナルトートバッグ

八木澤荘六さん
（元ロッテオリオンズ）

ようこそOBクラブへ！

この度日本プロ野球OBクラブに入会させていただ
きました森脇浩司です。まず、四十年間お世話にな
りましたプロ野球界、並びにそれぞれの球団に心か
ら感謝を申し上げます。プロ野球界、アマ球界、ス
ポーツ界、そして社会に微力ながらお力になれれば
と思っております。宜しくお願い致します。
感謝

1960年8月6日生まれ（58歳）
兵庫県西脇市出身
選手歴  兵庫県立社高校→近
鉄バファローズ (79-83)→広
島東洋カープ (84-87)→南海
ホークス・福岡ダイエーホーク
ス (87-96) ／監督・コーチ歴  福岡ダイエーホー
クス・福岡ソフトバンクホークス (97-10)→読
売ジャイアンツ (11)→オリックス・バファロー
ズ (12-16)→中日ドラゴンズ (17-18)

森脇浩司さん
もりわき Profile森脇浩司さんが入会しました ひろし

この度日本プロ野球ＯＢクラブに入会させていただきま
した渡辺俊介です。2013年まで千葉ロッテマリーンズ
に13年間お世話になった後、2014年にアメリカに渡り、
2015年からは新日鐵かずさマジックにお世話になって
おります。現在も現場にいるため、あまり活動には参加
出来ませんが、自分の出来る範囲で、野球振興のお役に立
てるように頑張って参ります。宜しくお願い致します。

1976年8月27日生まれ（42歳）
栃木県栃木市出身
國學院大學栃木高校→國學院大學→新日本製鐵君
津→千葉ロッテマリーンズ (01-13)→ランカスター・
バーンストーマーズ (14-15)→新日鐵住金かずさマ
ジック(16-)
最優秀バッテリー賞、日本シリーズ優秀選手賞、オールスターゲーム
優秀選手賞、報知プロスポーツ大賞、1,500投球回数、オールスター
ゲーム出場2回、2000年シドニーオリンピック日本代表、2006・
2009ワールド・ベースボール・クラシック日本代表、栃木県民栄誉
賞、千葉市市民栄誉賞2回

渡辺俊介さん
わたなべ Profile

渡辺俊介さんが入会しました

しゅんすけ

昨シーズン限りで広島を引退しました天谷宗一郎
です。今年から地元中国放送で解説の仕事に携わ
らせて頂いております。諸先輩方に教えて頂き、こ
の度、日本プロ野球ＯＢクラブの仲間に加えさせて
頂きました。お世話になった野球界への恩返しを
微力ながらお手伝いさせて頂きたいと思っており
ます。ご指導の程、宜しくお願い致します。

天谷宗一郎さんが入会しました

1983年11月8日生まれ（35歳）
福井県鯖江市出身
福井県立福井商業高校→広島
東洋カープ(02-18)
スカパー ! ドラマティック・サ
ヨナラ賞、「ジョージア魂」賞選
考委員特別賞、「ジョージア魂」
賞

天谷宗一郎さん
あまや Profileそういちろう
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11日(土)
18日(土)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（茨城） ひたちなか市民球場ほか
(茨城県ひたちなか市)

12日（日）「キッズ・ボールパーク」兵庫県会場 兵庫県立明石公園 きしろスタジアム
（兵庫県明石市）

17日（金） 第4回財務委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

21日（火） 第1回理事会 KFC Hall ＆ Rooms（東京都墨田区）

12日（日） エンジョイスポーツ2019　野球教室 奥戸総合スポーツセンター野球場
（東京都葛飾区）

15日（水） 会計業務監査 ＯＢクラブ事務局（東京都墨田区）

21日（火） 第1回常務理事会 KFC Hall ＆ Rooms（東京都墨田区）

16日（木） 資格制度検討部会 NPB（東京都港区）

26日（日） スポーツフェア 明石トーカロ野球場（兵庫県明石市）

18日（土）
19日（日）

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（鳥取） 倉吉市営球場ほか
（鳥取県倉吉市）

26日（日）「キッズ・ボールパーク」大阪府会場 羽曳野市青少年児童センター体育館
（大阪府羽曳野市）

27日（月） 野球事業・25周年実行委員 合同委員会 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

28日 資格検討部会（テキスト部門） BFJ（東京都中央区）

5月
曜日 行事名（事業名） 場所

4日（木） 野球事業推進委員会 OBクラブ事務局（東京都墨田区）

24日（水） 第1回日本プロ野球ＯＢクラブ
ベースボールサマーキャンプ芦別実行委員会

芦別市役所
（北海道芦別市）

6日（土） 四国アイランドリーグplus 2019 開幕戦 高知球場（高知県高知市）

16日（火） NPO法人北海道野球協議会　理事会 北海道野球協議会 事務局（北海道札幌市）

2日（火）
12日（金）
25日（木）

資格制度検討部会 NPB
（東京都港区）

28日（日）
29日（月）

日本プロ野球OBクラブ杯（岩手） 江刺中央運動公園野球場ほか
（岩手県奥州市など）

7日（日） ルートインＢＣリーグ　開幕戦 長野オリンピックスタジアム
（長野県長野市）

20日（土） ファンミーティング 目黒すし太一（東京都目黒区）

22日（月） 内外情勢　西日本シティ銀行
「NC築栄会」　講演会

ホテルニュープラザ久留米
（福岡県久留米市）

4月
曜日 行事名（事業名） 場所

2日（日） スポーツフェア 佐伯総合スポーツ公園野球場（広島県廿日市市）

12日（水） NPO法人北海道野球協議会　理事会 北海道野球協議会 事務局（北海道札幌市）

18日（火） 資格制度検討部会 NPB（東京都港区）

20日（木） 総会 第一ホテル両国（東京都墨田区）

20日（木） 都道府県代表幹事会 第一ホテル両国（東京都墨田区）

23日（日） スポーツフェア 佐久総合運動公園野球場（長野県佐久市）

6月
曜日 行事名（事業名） 場所

OB News vol.82 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 6月

2019年4月〜 6月活動報告

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

大倉 正貢さん

穴吹 義雄さん

藤井 弘さん

近藤 昭仁さん

丸山　博さん

大里 晴信さん

藤森 清志さん

河野 誠之さん

阪神
南海
広島
大洋

セ・リーグ
セ・リーグ
セ・リーグ

広島

2018年7月25日
2018年7月31日
2018年11月9日
2019年3月27日
2019年3月28日
2019年4月21日

ー
ー

70
85
83
80
86
87
ー
ー

1947
1933
1935
1938
1932
1931
1928
1935

氏名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

会員情報

新入会員一覧

古木 克明さん

松崎 啄也さん

福倉 健太郎さん

森脇 浩司さん

信樂 晃史さん

澤井 道久さん

渡辺 俊介さん

天谷 宗一郎さん

川口 正さん

氏名

横浜
巨人
西武
近鉄

ロッテ
中日

ロッテ
広島
横浜

代表出身球団

38
27
27
58
27
40
42
35
48

年齢

内・外野手
捕手
投手
内野手
投手
内野手
投手
外野手
外野手

ポジション

2019年 6月現在

日本プロ野球ＯＢクラブ
創立25周年記念パーティー　

野球塾実態調査に
ご協力をお願いします。

● 開催日：2019年12月10日（火）
● 場所：東京ドームホテル（予定）

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「ファンと
の集い」を催すことになりました。詳細は決まり次第ご案内い
たします。

6月20日に開催された都道府県代表幹事会で、正会員（OB）の
方が運営する野球塾に対して日本プロ野球OBクラブ公認制度
を設けることが決定いたしました。
公認基準、ガイドライン等については野球事業推進委員会で検
討することになっていますが、まず、野球塾の実態を把握する
ために調査を始めることになりましたのでお知らせいたしま
す。
正会員（OB）で野球塾を運営しておられる方は、恐れ入りますが
OBクラブ事務局までご連絡をお願いします。
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