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賛助会員名簿

墨田区長を訪問

今号のトピックス

創立25周年記念
ファンとの集い 2019
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～ボウリング大会・居酒屋あぶさんコラボイベント～
25周年記念イベント続々開催中!!

墨田区長訪問

　来る12月10日（火）のOBクラブ25周年
記念ファンとの集いに向け、石毛宏典25周
年事業実行委員長発案の下、この夏続々と
25周年記念イベントが行われました。
　まず、7月6日（土）にはOBクラブ初の試
みとして、OBと賛助会員・ファンの皆さま
でボウリング大会を行いました。賛助会
員・一般の方合わせて36名の方にお集まり
いただき、ストライクやスペアが出るたび
にみんなでハイタッチするなど大盛り上
がりでした。
　ボウリング終了後は移動し、懇親会も行
われ、各テーブルでの交流やボウリング大
会成績上位者への表彰が行われました。

　8月19日、OBクラブが所在しています
東京都墨田区の山本亨区長を八木澤荘六理
事長が訪問し、地元墨田区での野球振興に
ついて意見交換を行いました。
　墨田区では、子どもたちがボールを使っ
て遊ぶことができる環境づくりに向けて取
り組みを進めており、区内７ヵ所のキャッ
チボール広場等を、ボールを使って遊ぶこ
とができる広場として開放。また、OBク
ラブ事務所近隣の錦糸公園野球場を、自由
にボールを使って遊ぶことができる広場
として月２回開放するなど、子どもたちの
ボール遊びに積極的に取り組んでいます。
OBクラブでも墨田区の取り組みに積極的

成績上位者へはOBが持ち寄った賞品が贈
呈され、大変喜んでいただきました。
　続いて7月25日（木）には、東京・四ツ谷に
ある野球ファン御用達のお店である「居酒
屋あぶさん」にて、野球中継を見ながら参
加者の皆さまへOBが生解説を行うイベン
トを行いました。このイベントにはOBク
ラブのイベント初参加となる池山隆寛さ
ん（元ヤクルト）が参加し、現役選手の話や
ご自身の現役時代のお話しをしていただ
きました。
　この秋も25周年記念イベントを続々と
行って参ります。募集要項などはSNSや
HP上でご案内いたします。

に協力していくことをお約束しました。
　第一弾として、8月28日の錦糸公園野球
場の開放日にＯＢ会員を派遣する等、イベ
ントを企画しましたが雨で中止。9月25日
に改めて開催しました。

日時 7月6日（土） 17:00 ～ 21:00

ゲスト

・蓬莱昭彦さん（元西武）
・石毛宏典さん（元西武）
・篠塚和典さん（元巨人）
・市川和正さん（元横浜大洋）
・川口和久さん（元巨人）
・駒崎幸一さん（元西武）
・石井雅博さん（元巨人）
・新谷　博さん（元西武）
・内藤尚行さん（元ヤクルト）
・前田幸長さん（元巨人）
・小野　仁さん（元巨人）

会場

ボウリング：東京ドームボウリン
グセンター（東京都文京区）
懇親会：すし生そば 銀蔵 （東京
都文京区）

● ボウリング大会詳細

日時 7月25日（木） 18:00 ～ 21:00

ゲスト

松沼博久さん（元西武）
石毛宏典さん（元西武）
池山隆寛さん（元ヤクルト）
中根　仁さん（元近鉄）

会場 居酒屋あぶさん（東京都新宿区）

● 居酒屋あぶさんコラボイベント詳細

　今後は10月14日の「すみだまつり・こど
もまつり」、12月1日の「墨田区総合運動場
オープンイベント」に協力いたします。
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　今年で8年目を迎えるベースボールサ
マーキャンプが、北海道芦別市で8月5日

（月）～ 7日（水）の日程で行われました。
今年は道内外から過去最多の143名の選
手たちが集まり、中には神奈川県や茨城
県から参加された選手もいました。基本・
応用練習や各チームに分かれての練習試

合など、充実のメニューで2泊3日を過ご
しました。
　今回は川崎憲次郎さん（元ヤクルト）、
林昌範さん（元日本ハム）が講師として初
参加し、地元・芦別市出身で星の降る里あ
しべつ応援大使の高橋慶彦さん（元広島）
たちと共に選手へ熱血指導をしました。

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
開催日時 2019年8月5日（月）～ 7日（水）2泊3日

開催会場 芦別市民球場（北海道芦別市上芦別町6番地）

宿泊場所 芦別温泉スターライトホテル

指導講師
有澤賢持さん（元ヤクルト）、高橋慶彦さん（元広島・芦別市出身・星の降る里あしべつ応援大
使）、川崎憲次郎さん（元ヤクルト）、本間　満さん（元ソフトバンク）、林　昌範さん（元日本ハ
ム）、谷内田敦士さん（元巨人）

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）、芦別市

参加対象 全国の小学校4年生～ 6年生の男女　143名

ベースボールサマーキャンプin芦別
日本プロ野球ＯＢクラブ

全体スケジュール
1 日目
12:30
13:00
13:30
14:00
17:30

18:00
19:00
20:30
22:00

参加者集合、受付
オリエンテーション
開会式
野球教室開始
野球教室終了
グラウンド整備
ホテル着
夕食・交流会
入浴、自由時間
消灯、就寝

８月 5 日（月）

3 日目
6:00
6:30
7:00
8:30
9:00

12:10
 

12:30
12:50
13:10

起床
ウォーキング
朝食
ホテル出発
練習試合
野球教室終了
グラウンド整備
閉会式
サイン会
解散

８月 7 日（水）

2 日目
6:00
6:30
7:00
8:30
9:00

12:00
13:00
16:00

16:40
18:30
20:00
22:00

起床
ウォーキング
朝食
ホテル出発
野球教室開始（午前の部）
昼食
野球教室開始（午後の部）
野球教室終了
グラウンド整備
ホテル着
夕食（焼肉交流会）
入浴、自由時間
消灯、就寝

８月 6 日（火）
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ソフトバンク東北絆カップ2019
　東北復興支援の一環としてソフトバン
ク株式会社が主催する「ソフトバンク東
北絆カップ2019」にOBクラブから八木
澤理事長を含め8名のOBが講師として参
加しました。また、メインゲストとして元
ソフトバンクホークスの摂津 正さんも参
加されました。
　当日は参加した小学生約90名、中学生
約120名に長時間に渡り野球の基本を指
導しました。
　中学生は6チームによるトーナメント

方式の試合が行われ、宮城県の鳴瀬中学
校が優勝しました。優勝した同校へは後
日行われる、当クラブOBによる 一日指導
権がプレゼントされました。八木澤理事
長が監督を務めた中学混成チームは残念
ながら初戦敗退してしまいましたが、皆
元気に白球を追いかけていました。
　震災から8年が経つ今も尚、充分な環境
で練習ができない東北の子どもたちの為
にOBクラブも引き続きこのような事業を
応援していきます。

開催日時 2019年8月10日（土） 
8:30 ～ 17:00

メイン会場 仙台市民球場

サブ会場 卸町2丁目野球場

参加講師

八木澤荘六（元ロッテオリオンズ）
川崎憲次郎（元ヤクルト）
藤田太陽（元阪神）
西山秀二（元広島）
川相昌弘（元巨人）
今浪隆博（元ヤクルト）
吉川元浩（元近鉄）
内藤雄太（元DeNA）　8名

参加人数 約210名

対象学年 小学1 ～中学3年生

トレカフェスタ 東京 2019 SUMMER

日時 2019年8月24日（土）11：00 ～ 16：45

主催 株式会社ミント

会場 東京都立産業貿易センター台東館4階
（東京都台東区）

ゲスト 井端弘和さん（元中日）

　毎年2回行われています、スポーツカー
ドファンを対象としたカードショーがこ
の夏は8月24日（土）に開催されました。
　今回も会場には全国より多くの方々が
各種カード購入、交流を目的として集ま
り、カードショーの中ではOBクラブ会員
の元中日ドラゴンズの井端弘和さんによ
るサイン会、2ショット撮影会も行われ、
大盛況のうちに終了しました。
　今回も主催である株式会社ミント様の
ご好意により、賛助会員様へは会員証の

ご提示で入場を無料にしていただきまし
た。OBクラブ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。
　次回冬の開催は12月8日（日）、場所は東

京都立産業貿易センター台東館での開催
を予定しております。次回開催時は皆さ
ん是非ご来場ください。
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BBC東京軟式合宿2019

取得できる資格

野球指導者講習会（BCC) ＝BASEBALL COACHING CLINIC＝

申し込みはOBクラブHPで案内します

学生野球資格回復をした元プロ野球選手が取得
すると、日本学生野球協会ＨＰ「学生野球資格回
復者一覧」に公示されます。有効期限5年

有効期限が切れた方、来年3月で有効期限をこ
える方は、資格取得のためには受講が必要です（ ）

軟式野球コーチ1の「専門科目」を修
了することができます。

※コーチ1の全資格取得には、「共通科
目」を合せて修了する必要があります。

　株式会社インディッグ（BBC）が主催す
る野球合宿にOB会員の豊田清さん（元巨
人）、藤田宗一さん（元ロッテ）、本間満さ
ん（元ソフトバンク）の3名が講師として
参加。7月30日～ 8月2日までの4日間で
野球教室のうち2日目と3日目を担当させ
ていただきました。投手を担当する藤田
さんはボールの握り方の大切さを熱心に
教えていました。豊田さんは投手の軸足
の使い方に時間をかけ一人ひとりに丁寧
に指導していました。また野手を担当し
ていただいた本間さんは打撃時に体を大
きく使う、守備時にはチームでコミュニ

　日本野球機構と全日本野球協会が連携した「野球指導者
講習会（BCC)」が開催されます。プロと全日本野球協会加
盟団体とが一致団結して「野球界あげての指導者養成制度」
の確立を目指して行っている講習会です。プロアマ問わず
どなたでも参加できますが、元プロの方々には「NPB公認野
球指導者」資格が付与されます。ぜひご参加ください。

ケーションをしっかりとる等、連日35度
を超える暑い中、大きな声で指導してい
ました。参加した約60名の小学生も元
プロ野球選手の指導に真剣な眼差しでプ
レーし必死にボールを追いかけていまし
た。
　3日目の教室後は保護者向けの質疑応
答形式の講習会が行われ普段の練習方法
など１つ１つの質問に丁寧にお答えいた
だきました。
　野球人口が減る中、今後も少しでも野
球の楽しさを伝える機会を増やしていき
たいと思います。

開催日時 2019年7月31日～
8月1日 9:00 ～ 16:30

開催会場 江戸川区臨海球技場

参加人数 約60名

対象額年 小学3 ～ 6年生

参加講師
豊田　清（元巨人）、
藤田宗一（元ロッテ）、
本間　満（元ソフトバンク）

主　催 一般社団法人日本野球機構、
一般財団法人全日本野球協会

期　間 2020年1月11日（土）・12日（日）・13日（月・祝）

会　場 国際オリンピック記念青少年総合センター
（東京都渋谷区）

対　象 18歳以上の野球指導者、または指導者を志す者

受講料 5,000円

NPB公認
指導者

日本スポーツ協会
公認軟式野球コーチ1
（「専門科目」のみ）

全日本
軟式野球連盟公認

学童コーチ

OBクラブの「野球技
術指導員登録証」を取
得されている方は、3
日目の実技研修が受
講免除となります
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※掲載は五十音順・敬称略となります　※掲載許諾をいただいた方を掲載しています

賛助会員名簿
私たちは日本プロ野球OBクラブの活動を応援しています

株式会社インディッグ
有限会社内田販売システム
株式会社エネルギーステーション
株式会社ＭＡパートナーズ
大貴土地株式会社
カーライフプランニング湘南株式会社
京屋ホテル開発株式会社
学校法人国際学園　星槎大学
株式会社ザ・ラッキーリレーション
株式会社サン工房
株式会社三進
サンライズ青山メディカルデンタルクリニック
ジブラルタ生命保険株式会社
studio BIRTH
株式会社セル
(一社)全日本健康スローピッチソフトボール連盟
株式会社壮光堂
鷹の巣開発株式会社

高橋建設株式会社
株式会社テクノミックス
株式会社東京フィルム・メート
中井エンジニアリング株式会社
株式会社長野県民球団
株式会社日本ソフトウェアテクノロジー
株式会社日本ソリューションサービス
東日本エンジニアリング株式会社
広島風お好み焼 伊豆川
平成堂接骨院
株式会社保険代理店
松本車体整備株式会社
株式会社三千和商工
守口少年野球団
株式会社良和ハウス
ロイヤル不動産株式会社
株式会社　6月の森

法人会員様

荒田　正治
石田　浩二
漆間　紳次
大槻　進
加藤　美和
加藤　好雪
日下部　士
工藤　工
黒瀬　英彰

後藤　壽一
五戸　三男
小林　敬三
近内　篤志
佐伯　宣和
佐々木　隆
佐々木　永紀
佐藤　吉昭
鈴木　一成

鈴木　照雄
髙橋　正周
武田　忠
田邊　孝雄
種市　東洋
永井　幸治
長澤　幸治
中西　正一
根岸　賢一

野中　剛
畑中　耕一
一鍬田　利彦
福永　憲和
筆谷　敏正
細谷　吉男
本田　宏幸
前田　宅摩
皆川　和浩

峯野　壽之
向本　美洋
森　秋一
柳　憲司
山田　敏安
山本　忠勝
若林　太郎

個人会員様

昱株式会社
株式会社エポック社
岡安商事株式会社
株式会社カシマヤ製作所
学校法人国際学園 九州医療スポーツ専門学校
株式会社ザメディアジョン
株式会社大運
株式会社中部衛生検査センター
TSO International株式会社
富田興業株式会社

早川繊維工業株式会社
ビジョナリーラボ株式会社
株式会社ペッパーフードサービス
株式会社丸和運輸機関
ミズノホールディングス株式会社
宮崎梅田学園株式会社
メリックス株式会社
株式会社横浜スタジアム
学校法人吉用学園専門学校

特別会員様

ご協
力あ
りが
とう

ござ
いま
す
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（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）参加申込は9月初旬に、発送い
たしました。

チャリティーゴルフ  開催会場が決定しました

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

回数 第26回 第14回第8回 第8回 第20回

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25日㈪ 11月７日㈭11月29日㈮ 11月27日㈬ 11月15日㈮開催日

錦糸公園　ボール遊び

　9月25日、OBクラブ事務所のおひざ元、
錦糸公園野球場で行われた墨田区の事業

「ボール遊び開放」に八木澤荘六理事長、
吉田好太さん（元横浜）が参加しました。
　今回、初めての試みとして一般社団法
人日本女子プロ野球機構にもご協力をお

願いし、地元墨田区出身の泉由有樹投手
と泉由希菜捕手（ともに埼玉アストライ
ア）にも参加いただき、野球経験のない子
どもや小学生の女の子に「投げ方教室」を
行っていただきました。
　当日は天気にも恵まれ、2歳～小学校

6年生まで約150名の子どもたちが参加。
3時間、ボール遊びを楽しんでもらいまし
た。
　また、一般社団法人日本プロ野球選手
会に「ユーボール」をご提供いただきまし
た。

「2019　宝くじスポーツフェア　ドリームベースボール」秋シリーズがスタート！

　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：一般財団法人 自治総合センター、開
催県市町村／企画制作：株式会社ぎょうせ
い）。７月、８月と開催をお休みしておりま
したが、９月23日（月・祝）佐賀県伊万里市か
ら秋シリーズがスタートしました。
　前日22日に台風17号が通過しました

が、当日は早朝から地元の方々がグラン
ド整備を行い、午前中のプログラムは体
育館開催となりましたが、午後のプログ
ラムは球場で行い、多くの方の歓声が響
きました。
　正会員（ＯＢ）、賛助会員の方にはチ
ケットをご用意しています。ホームペー
ジをご覧ください。

【今後のスポーツフェア開催予定】

【これまでの開催】

神奈川県大和市（大和スタジアム）
群馬県富岡市（富岡市民球場）
茨城県常陸大宮市（大宮運動公園市民球場）
岐阜県可児市（ＫＹＢスタジアム）
愛媛県今治市（今治市営球場）
鹿児島県鹿屋市（平和公園野球場）

兵庫県明石市（明石トーカロ球場）
広島県廿日市市（佐伯総合スポーツ公園野球場）
長野県佐久市（佐久総合運動公園野球場）
佐賀県伊万里市（国見台野球場）

10月14日（月・祝）
10月20日（日）
10月27日（日）
11月3日（日）
開催日調整中
開催日調整中

5月26日（日）
6月2日（日）
6月23日（日）
9月23日（月・祝）



13

権藤 博氏 殿堂入り記念展示

公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.42 ］

　2019年7月12日（金）、マイナビオール
スターゲーム第1戦（東京ドーム）試合前の
グラウンドにて、本年殿堂入りの立浪和義
氏、権藤 博氏の野球殿堂入り表彰式が開
催されました。この表彰式でお披露目さ
れた両氏のレリーフは、翌日より野球殿堂
ホールにて公開しています。また、表彰式
当日より同ホールにて「2019年野球殿堂
入り特別展」を開催し、脇村春夫氏（元高野
連会長、8月16日に甲子園球場にて表彰）
を加えた3氏ゆかりの資料を多数展示しま
した（9月29日会期終了）。
　権藤 博氏については1961年の35勝ウ
イニングボールや沢村賞、最優秀投手賞、
新人王の各トロフィー、翌62年の30勝ウ
イニングボール、1962年ユニホーム等、
現役時代の貴重な資料や、コーチ、監督時
代の資料も展示し、その活躍ぶりを紹介し
ました。
　権藤氏は佐賀県立鳥栖高校から社会人
野球のブリヂストンタイヤを経て、1961

年に中日ドラゴンズに入団。4月9日の巨
人との開幕第2戦に先発し、4－1で完投
勝利を挙げました。この試合、先頭打者
の国松彰選手に三塁前にバントを転がさ
れます。同年のオールスター明けの新聞
紙面でこのシーンを振り返り、「僕は必死
に食い止めた。あれが僕の運命を決定し
たといえるでしょう。あのドラッグ・バン
トを成功させられていたら、今日の僕の成
功はなかったかも知れません」と、プロ入
り最初のアウトを「一番印象に残った」と
語っています。なお、殿堂入り表彰式の挨
拶では、その直後に迎えた３番長嶋茂雄選
手に打たれた二塁打について「これが天下
の長嶋か、と。それが私の野球人生の始ま
りでした」と語られました。もし、国松選
手が出塁していたら、初登板の初回という
プレッシャーのかかる状況で先制点を奪
われていたかも知れません。
　この年、権藤投手は69試合に登板、2
リーグ制以降では現在も最多となる429.1

回を投げ、35勝、防御率1.70、310奪三振
を記録。最多勝利、最優秀防御率、最多奪
三振を獲得し、沢村賞を受賞、最優秀新人
にも選ばれる大活躍を見せました。なお、
パ・リーグでも西鉄の稲尾和久投手が78
試合に登板、404回を投げ、42勝、防御率
1.69、353奪三振を記録。1961年は九州
出身の両右腕が空前絶後の活躍を見せた
シーズンとなりました。

学芸員 関口貴広
公益財団法人 野球殿堂博物館

　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、11月30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.83
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

吉田義男さん
（元阪神タイガース）

直筆サインボール

山本浩二さん
（元広島東洋カープ）

直筆サインボール

古葉竹識さん
（元広島東洋カープ）

直筆サインボール

山田久志さん
（元阪急ブレーブス）

直筆サインボール

秋山幸二さん
（元福岡ダイエーホークス）
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1日（木） BBC東京軟式合宿 江戸川臨海球技場
（東京都江戸川区）

10日（土） ソフトバンク絆カップ2019 仙台市営球場
(宮城県仙台市）

10日（土） 島田市トークショー 静岡県島田市

5日（月）～
7日（水）

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

芦別市民球場
(北海道芦別市)

14日（水）～
15日（木）

BBC大阪硬式合宿 住友総合グラウンド
（兵庫県伊丹市）

19日（月） 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球大会 
マクドナルド・トーナメント

明治神宮野球場
（東京都新宿区）

24日（土） トレカフェスタ 都立産業貿易センター
（東京都台東区）

30日（金） 25周年合同委員会 予備会議 OBクラブ事務局
（東京都墨田区）

8月
曜日 行事名（事業名） 場所

6日（土） 日本プロ野球ＯＢクラブ
25周年記念ボウリング大会

東京ドームボウリングセンター
（東京都文京区）

13日（土） 島田市トークショー 静岡県島田市

26日（金） 2019年度 第1回 
近畿地区ブロック会議

ホテル プラザ オーサカ
（大阪府大阪市）

8日（月） 資格検討部会（テキスト部門） NPB（東京都港区）

22日（月） 内外情勢調査会　徳島支部　講演会 徳島グランヴィリオホテル
（徳島県徳島市）

6日（土） 第90回都市対抗野球大会
公益財団法人日本野球連盟設立70周年
記念祝賀会

東京ドームホテル
（東京都文京区）

29日（月） 文部科学大臣杯争奪　
第22回全国小学校(3・4年生)
ティーボール選手権大会　開会式

メットライフドーム
（埼玉県所沢市）

31日（水） BBC東京軟式合宿 江戸川臨海球技場
（東京都江戸川区）

14日（木） ソフトバンク絆カップ2019開会式 夢アリーナたかた
（岩手県陸前高田市）

23日（火） サマーキャンプin芦別　
第2回実行委員会

芦別市役所
（北海道芦別市）

25日（木） 日本プロ野球ＯＢクラブ
25周年記念イベント

居酒屋あぶさん
（東京都新宿区）

7月
曜日 行事名（事業名） 場所

4日（水） 第3回常務理事会 墨田区総合体育館
（東京都墨田区）

22日（日）・
23日（月・祝）

スポーツフェア 国見台球場
（佐賀県伊万里市）

21日（土）「キッズ・ボールパーク」東京会場 富士森体育館
（東京都八王子市）

27日（金） 第6回野球事業推進委員会・
第3回25周年記念事業実行委員会
合同委員会

KFC Hall&Rooms
（東京都墨田区）

16日
（月・祝）

「キッズ・ボールパーク」福島会場 郡山カルチャーパーク
（福島県郡山市）

14日（土） 第15日野原重明カップ
スローピッチソフトボール大会

大田スタジアム
（東京都大田区）

18日（水） NPO法人北海道野球協議会
理事会

北海道野球協議会
（北海道札幌市）

17日（火） 25周年合同委員会 予備会議 KFC Hall&Rooms
（東京都墨田区）

9月
曜日 行事名（事業名） 場所

OB News vol.83 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 9月

2019年7月～9月活動報告

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

坂上　惇さん

白崎　泰夫さん

西浦　敏弘さん

鎌田　実さん

西鉄
南海
南海
阪神

氏名 代表出身球団 逝去日 享年 生年

2019年6月29日
2019年7月1日
2019年7月25日
2019年8月1日

84
86
59
80

1934
1933
1960
1939

OB会員の皆様へ（お知らせ）

2019年度
学生野球資格回復研修受け付けが
8/29〜スタートしました

　日本プロ野球OBクラブでは経費削減の一環として「ペー
パーレス」「業務効率化」を進めております。
　本年度は、経費申告書の「支払明細書(葉書)廃止」と、「お立替
近郊交通費精算のIC料金採用」（従来の切符料金からSuica等
の交通カード料金）を11月（10月開催事業分）より実施させて
いただくこととなりました。
　OB会員の皆様にはご不便をおかけするかと存じますが、ご
理解ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
　謝金・お立替経費の詳細をご確認されたい方は、メールinfo@
obclub.or.jpへお問合せください。

　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。
　受講希望者はOBクラブのホームページから申し込んでくだ
さい。締め切りは11月20日ですが、150名定員になり次第締
め切りとなります。

学生野球資格回復研修

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。

重要
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