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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

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年12月10日に、株式会社セノンの特別協賛

を得て、OBクラブ25周年記念「ファンとの集い」

を開催いたしました。全国から約100人のOB

会員が集まり、800人を上回るファンの方々と

交流することができました。また、公益社団法

人として、より公益の増進に資する組織として、

会員の結束を固める場になったのでは、と思っ

ています。

　今年は東京オリンピック・パラリンピックが開

かれます。皆さんと同じように、何と言っても注

目しているのは野球です。プロ野球はオリンピッ

ク期間中、3週間余り興行を休みます。最強の

ジャパンチームを編成できるわけで、国民や野球

ファンの期待に必ず応えてくれるものと思って

います。

　皆さま方にとって、本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

OBクラブ 2019年シーズン ベストナイン Best nine 2019
NPB 2019 年度 表彰選手 投票結果（ベストナイン）

投手
●山口 俊 
  （巨人） 

三塁手
●高橋 周平 
  （中日）  

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
●鈴木 誠也 
  （広島） 

●Ｎ.ソト 
  （DeNA） 

●丸 佳浩
  （巨人） 

投手
●千賀 滉大 
  （ソフトバンク） 

三塁手
●中村 剛也 
  （西武） 

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 
  （楽天） 

外野手
●秋山 翔吾 
  （西武） 

●荻野 貴司 
  （ロッテ） 

●吉田 正尚 
  （オリックス） 

2019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。

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ
ソフト
バンク千賀滉大投手

西武中村剛也三塁手

西武山川穂高一塁手

広島鈴木誠也外野手

西武秋山翔吾外野手

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

オリッ
クス吉田正尚外野手

第26回全国少年少女野球教室
　全国少年少女野球教室は、26回大会と
なる本年から、新たに株式会社セノン様を
特別協賛社に迎えます。OBクラブ25周年
記念「ファンとの集い」の前に、記者発表を
させていただきました。
　1995年から基幹事業とし始まり、毎年5

月に全国47都道府県で一斉に実施してき
ました。「100万人とキャッチボールを」が
合言葉で、これまでに27万1925人の子ど
もたちが参加しています。
　今年の開催日は、昨年同様、5月の土日
および祝日での分散開催になります。48

会場（47都道府県）の開催日は決まり次第、
OBクラブホームページでお知らせします。
　OB会員の皆様ヘ今回の会報誌にご案内
を同封いたしましたので、是非ともご参加
ください。

株式会社セノン 代表取締役社長 小谷野宗靖様（右）
八木澤理事長（左）
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　皆様のお力添えをいただき当会は、日
本プロ野球ＯＢクラブを発足して25周年
を迎えました。「野球界への恩返し」の合
言葉に、アマチュア野球との交流、青少年

　12月10日東京ドームホテルにて「ファ
ンとの集い2019」を開催しました。
　当日は賛助会員の皆様を含む約800名

健全育成、指導力向上、地域貢献活動、そ
して野球界の底辺拡大とこれからも野球
の力を信じ活動してまいります。当会の
活動に惜しみなく力を発揮して全国に野

のお客様にご来場いただき、OB会員各位
約100名と交流されました。ご参加いた
だきました皆様ありがとうございました。

日本プロ野球OBクラブ  25周年
球の素晴らしさを伝えていただいている
ＯＢ各位、そして多大なるご理解ご協力
と、温かいご声援いただきます関係各位
に心より御礼申し上げます。

セ・リーグ集合写真

中畑清さんから抽選会商品のお渡し川上哲治初代会長について語る
中村稔さんとMC青島健太さん

石毛宏典実行委員長とOB会員
各位による事前MTG

江夏豊さん、田淵幸一さんによるトークショー

パ・リーグ集合写真

「ファンとの集い2019」
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写真で
“日本プロ野球
ＯＢクラブ”の
歴史を振り返る
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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～

　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）』を今年度は岐阜県、滋賀県、兵庫県、福
岡県の４県で開催します。 
　4県の先陣を切って、12月7日、8日の二
日間、滋賀県にて高校野球指導者有志の会
向けに今年度第一回目が開催されました。
　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会員が講師として指導にあたり、

　10月29日(火)に昨年に引き続いて東京
都足立区立第九中学校でOBクラブ主催
事業「夢・未来応援プロジェクト ブルペ
ン」を開催しました。
　今回は、本事業では初の講師となる川相
昌弘さん(元巨人)が参加し、6時間目には講
演、放課後には部活動指導を行いました。
　講演で川相さんは「好きこそものの上

有効な練習方法や指導方法を伝授します。 
（福岡会場は中体連指導者限定）
　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。 
　詳細はＯＢクラブホームページを、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ＯＢクラブへお
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！ 

手なれ」や「実るほど頭を垂れる稲穂か
な」といったことわざを用いて生徒たち
に”いま”大切なことを伝えていました。
　部活動指導では、あいにくの
雨模様のため室内での練習にな
りましたが、学校側の要望もあ
り犠打世界記録を持つ川相さん
によるバント講座が開かれ、野

トレカフェスタ　東京 2019　WINTER

社会貢献事業「夢・未来応援プロジェクト ブルペン」

日時 2019年12月8日（日）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6階
（東京都台東区）

ゲスト 立浪和義さん（元中日）

　毎年、夏と冬の2回実施している、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8日（日）開催されました。
　今回も会場には全国よりカードファ
ンが各種カード購入、交流などで集まり、
OB会員の立浪和義さん（元中日）によるサ
イン会、2ショット撮影会は大盛況のうち
に終了しました。
　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。

岐阜県会場
2020年1月19日（日）

10：00 ～ 15：10

西濃運輸硬式野球部
室内練習場
〒503-8501

岐阜県大垣市田口町1番地 

2020年1月10日（金）

投手：川崎憲次郎さん（元ヤクルト）
捕手：田村藤夫さん（元日本ハム）
守備：本間 満さん（元ソフトバンク）
打撃：和田一浩さん（元中日）

兵庫県会場
2020年2月24日（月・祝）

10：00 ～ 15：10

阪神甲子園球場
室内練習場
〒663-8152

兵庫県西宮市甲子園町1-82

2020年2月14日（金）

投手：野田浩司さん（元オリックス）
捕手：調整中
守備：大島公一さん（元オリックス）
打撃：柏原純一さん（元日本ハム）

滋賀県会場

2019年12月7日（土）、8日（日）

龍谷大学 瀬田キャンパス
野球場

〒520-2194
滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5

実施済み

投手：木田　勇さん（元日本ハム）
捕手：下田充利さん（元日本ハム）
野手：岡　義朗さん（元阪神）

福岡県会場
2020年3月8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

一般募集無し

投手：入来祐作さん（元巨人）
捕手：西山秀二さん（元広島）
守備：森脇浩司さん（元近鉄）
打撃：石毛宏典さん（元西武）

2,000円（事前振り込みとなります）

ただし、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

球部の生徒達は食い入るように話に耳を
傾けていました。

　12月13 ～ 15日の3日間にわたり、学
生野球資格回復研修が行われました。
　資格認定は2020年2月上旬の予定で
す。

学生野球資格回復研修
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SoftBank 東北絆CUP 2019 ～ 1日コーチ就任イベント～

日本プロ野球OBクラブ オフィシャルカード 2019年の新商品第二弾

　8月10日に行われたソフトバンク株式
会社主催「SoftBank 東北絆CUP 2019」
で優勝した宮城県東松島市成瀬未来中学
校野球部への優勝チーム特典「1日コーチ
就任イベント」が10月6日同校グラウンド
で行われました。
　豊田 清さん（元巨人）、田口昌徳さん（元
ソフトバンク）、中根 仁さん（元横浜）の3
名がゲストコーチとして参加し、午前中は
キャッチボールと走塁練習、午後は打撃練
習と熱心な指導が行われました。

　指導していく中でコーチ3名が感心して
いたのは、選手全員の挨拶、練習中の掛け
声の元気の良さです。監督さんにお伺い
したところ「常日頃から挨拶、元気な掛け声
の大切さを指導している」との事でした。
　また全体練習終了後にはサプライズで
豊田さんが生徒全員との「一打席勝負」に
登板し、生徒たちは目を輝かせて打席に
立っていました。
　昼食時には野球部保護者会のご協力で
前日より仕込んでご用意いただいた大変美

開催日時 2019年10月6日（日）
10:30 ～ 16:00

開催会場 宮城県東松島市　成瀬未来中学校

参加人数 約20名

対象額年 中学1 ～中学2年生

参加講師 豊田清さん、田口昌徳さん、
中根仁さん

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

　完全限定生産「2019 日本プロ野球OB
クラブ 設立25周年記念ベースボール
カード」が発売されました！
　株式会社エポック社が制作／発売する

「2019 日本プロ野球OBクラブ 設立25周
年記念ベースボールカード」が12月14日

（土）に発売されました。
　日本プロ野球OBクラブ設立25周年
を記念した当商品には1ボックスにカー
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。箔を贅沢に使用した「AUTHENTIC 

SIGNATURE」や、ボールの革に直筆サイ
ンが入った「BASEBALL SIGNATURE」な
どといった高級感満載の直筆サインカー
ドがラインナップされています。
　本体価格15,000円＋税で全国有名
カードショップにて発売中です。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！

味しい豚汁を選手全員とご馳走になりまし
た。この場をお借りしお礼申し上げます。
　来年も元気な子供たちに会えるのを
OBクラブ一同楽しみにしています。



8

　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、表の4会場で開催されました。
　福岡大会では、例年通り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。
　12月開催分は次号でご報告いたします。

多くの皆さまのご参加ありがとうございました。

　11月18日及び28日、墨田区内の保育園
にて「キッズ・ベースボール・プログラム」
を行いました。
　18日は天候にも恵まれ、近隣の保育園
からも園児が参加。大石滋昭さん（元巨
人）の指導の下、5歳児36名が約1時間ボー
ルを追いかけました。
　28日は残念ながら雨天となり、室内の
ホールでの実施となりましたが5歳時20
名が参加し、楽しい時間を過ごしました。

　両園とも一般社団法人日本プロ野球選
手会提供の「ゆうボール」を使用し、一人
でボールを上に投げキャッチすることか
らスタート。二人一組となりボールを投
げ合ったり、目標を定めてボールを投げる
ゲームや野球の要素を取り入れたゲーム
等のプログラムを実施しました。
　なお、10月30日には和歌山県有田市の
保育園でも実施し、井上紘一さん（元広島）
が指導し、14名の5歳児が参加しました。

※賛助会員＝特別・賛助会員含む。 ※祝：東海地区で御年82歳の当会会員の菅野彰一様が81でラウンドしエージシュートを達成いたしました（写真上・中央）。

各大会開催報告

第26回・関東

11月25日（月）

第14回・関西

11月７日（木）

第８回・東海

11月29日（金）

第８回・中国四国

11月27日（水）

第20回・九州

11月15日（金）

会場
ＰＧＭ総成

ゴルフクラブ
千葉県成田市

三田レークサイド
カントリークラブ

兵庫県三田市

愛岐
カントリークラブ

岐阜県可児市

鷹の巣
ゴルフクラブ

広島県廿日市市

くまもと城南
カントリークラブ

熊本県熊本市

ＯＢ会員 50名

一般　他 106名

賛助会員 69名

合　　計 225名

ＯＢ会員 13名

一般　他 53名

賛助会員 0名

合　　計 66名

ＯＢ会員 19名

一般　他 125名

賛助会員 2名

合　　計 146名

ＯＢ会員 18名

一般　他 78名

賛助会員 1名

合　　計 97名

ＯＢ会員 8名

一般　他 23名

賛助会員 2名

合　　計 33名

場所

地　区

日にち

　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クラブから表の４会場へ講師を派遣しました。
　昨年に引き続いて開催された会場もあり、会場では楽しそうにボールを追いかけ
る子どもたちが印象的でした。今年度の講師派遣は以上で終了となりますが、来年
度も引き続き同イベントへ講師の派遣を行う予定です。

開催日会場

9月16日郡山カルチャーパーク・
アリーナ（福島県）

長谷川達栄さん（元日本ハム）
松井隆昌さん（元ロッテ）

11月4日丸亀市飯山総合体育館
（香川県）

白石静生さん（元広島）
川畑勇一さん（元ヤクルト）

9月21日富士森体育館
（東京都）

寺田龍平さん（元楽天）
谷内田敦士さん（元巨人）

12月15日堺市原池公園体育館
（大阪府）

覚前昌也さん（元近鉄）
上園啓史さん（元阪神）

講師

開催日会場

11/16、17
11/16、17
11/23、24

11/30、12/1

福岡（第11回）
鹿児島（第9回）
大分（第10回）

長崎（第11回）

三橋中学校
喜入中学校
豊陽中学校
杵築中学校
三重中学校

優勝校

キッズ・ボール・パーク

キッズ・ベースボール・プログラム in 墨田区保育園

2019年度日本プロ野球ОＢクラブ チャリティーゴルフコンペ

協賛：株式会社ビジネスブレイン太田昭和

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～
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　来年3月の土日いずれかで20才以
上が対象のOBを交えた交流会を開
催予定です。当日は参加者のレベル
に合わせた指導、OBが助っ人とし
て参加する試合、イベント終了後に
は懇親会も予定しています。詳細が
決まり次第OBクラブHPにてご案内
しますので、是非ご注目ください。
※内容に変更がある場合がございます。予めご
了承ください。

プロ野球 OB が助っ人として
あなたの野球チームに

予定会場 錦糸公園
グラウンド

募集予定
人数 約45名

参加予定
OB

未定
（8名を予定）

対象年齢 20才以上

開催日時
2020年3月中の
土日のいずれか　　　　　　　　　　　　
09:00 ～ 13:00

　OBクラブ25周年事業として今年度
関東を中心に様々なファンイベント
を開催してきましたが、九州地区でも
ファンの皆さまとOB会員の交流を深
めるための「ファンミーティング」を
実施することになりました。参加OB
会員・「ファンミーティング」詳細およ
び新たに賛助会員に加入希望の方は、
OBクラブのホームページをご覧くだ
さい。是非ふるってご参加ください。

ファンミーティングを九州でも開催

『野球のまち島田』復活に協力

予定会場 ブロッソ 西鉄
イン福岡最上階

内容 サイン会、撮影
会、抽選会　等

ゲスト 石毛宏典さん　
ほか　（予定）

開催日時 2020年
3月7日（土）

企画制作 株式会社ぎょうせい

協力 公益社団法人全国野球振興会
（日本プロ野球ＯＢクラブ）

主催 開催都道府県及び市町村
一般財団法人 自治総合センター

　当クラブで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」
が、12月1日（日）鹿児島県鹿屋市での開
催をもって終了致しました。
　本年度は全国10 ヶ所での開催を予定し
ておりましたが、台風の影響で1 ヶ所が中

　OBクラブは11月12日、静岡県島田市の『野
球のまち島田復活地域活性化プロジェクト委
員会』と「地方創生における包括連携協力に関
する協定書」を交わしました。
　野球を通して、島田市が『野球のまち島田』と
して再認識されるよう、地域活性化を目指すも
ので、右記の事項について協議の上、連携して
協力することになりました。

止となり、全国９ヶ所で開催されました。
　各開催球場とも野球教室では元気な子
どもたちの声が響き、スタンドには多くの
方が詰めかけて頂き、地元チームと対戦し
たドリームゲームには大きな歓声が上が
りましたことをご報告させて頂きます。

(1)野球を通した青少年の育成に関すること 
(2)野球を通した子育て、教育、
　 福祉及び健康に関すること 
(3)野球を通した障がい者支援及び
　 社会貢献に関すること 
(4)野球を通した地域活性化及び産業支援に
　 関すること
(5)その他協定の目的に沿う内容に関すること

2019年度　宝くじスポーツフェアが終了しました

　10月15日、スポーツ庁が主催した「オープンスペースを活用し
たスポーツの場づくり」セミナーにて、OBクラブと（一社）日本プ
ロ野球選手会を代表してOBクラブの取り組みを紹介しました。
　墨田区と取り組んでいます「ボール遊び」をテーマに、9月25
日に実施した「錦糸公園ボール遊び開放事業」の内容や子どもた
ちの様子などを紹介するとともに、OBクラブと（一社）日本プロ
野球選手会が実施している
公園でのキャッチボールや
幼稚園・保育園を訪問する
キッズベースボールなどの
活動内容を紹介しました。

スポーツ庁セミナーにてOBクラブの取組を紹介　　　　OBクラブ顧問の岡本伊三美さん（元近鉄）が、野球界
に多大な功績を残した京都ゆかりの人物をたたえる「京都野
球殿堂」の顕彰者に選ばれました。おめでとうございます。

記念パネルが設置された「わかさスタジアム京都」での除幕式の様子
写真提供：一般社団法人 京都野球協会

実行委員長 清水克俊様（右）
八木澤理事長（左）
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南海・中谷信夫投手関連資料
公益財団法人 野球殿堂博物館 特別連載 ［ vol.43 ］

　 野 球 殿 堂 博 物 館 で は、19年10月、
1950年代にかけて南海ホークスで活躍し
た中谷信夫投手のご家族より、同氏の関連
資料をご寄贈いただきました。
　「南海ホークス40年史」によると、中谷投
手は戦前の京都市立第一工業（現・市立洛
陽工業高校）時代にすでに南海が注目して
いた選手でしたが、立命館大学へ進学。41
年12月から終戦前の45年4月まで兵役に
ついた後、46年は門司鉄道局でプレー。
翌47年、27歳の年に「たとえ1年でも2年
でもプロで投げることができるなら…」と
南海に入団しました。
　初年度の47年は15勝18敗、防御率2.40
の成績を残し迎えた48年、開幕から12連
勝の快記録（前年の阪神・御園生崇男投手
の13連勝に次ぐ記録）を達成し、南海のス
タートダッシュに貢献。シーズン成績を
21勝12敗、防御率1.98とし、南海の2度目
の優勝に大きく貢献しました。また、2
リーグ制のスタートした翌年の51年には、

14勝2敗、勝率.875で最高勝率（最優秀投
手）のタイトルを受賞、今回このペナント
もご寄贈いただいています。
　中谷投手は1955年まで通算90勝をあ
げ、終戦後のホークスを支える活躍を見せ
ました。その後、1960年まで投手コーチ
を務め、92年に72歳で亡くなられました。
　今回、ご家族よりお申し出があり、コー
チ時代の球団初の日本シリーズ制覇と
なった1959年優勝ペナント（記念品、写真
左）や、現役時代のお写真（写真右）などを
ご寄贈いただきました。当館では、こうし
たプロ野球やアマチュア野球に関する資

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、12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.84 プレゼント」係

読者プレゼントPRESENT
応募方法

宛先

直筆サイン入り
トレーディングカード

川相昌弘さん
（元読売ジャイアンツ）

直筆サインボール

土井正博さん
（元近鉄バファローズ）

直筆サインボール

張本  勲さん
（元読売ジャイアンツ）

直筆サイン入り
トレーディングカード

真弓明信さん
（元阪神タイガース）

直筆サインボール

江夏  豊さん&田淵幸一さん
（元阪神タイガース）

直筆サインボール

野村克也さん
（元南海ホークス）

直筆サイン入り
トレーディングカード

片岡篤史さん
（元日本ハムファイターズ）

南海1959年優勝ペナント（記念品） 中谷投手の投球フォーム

料の収集を行っています。収蔵場所の問
題もありすべてを収蔵できるわけではあ
りませんが、会員の皆様からのお声がけ、
ご相談をお待ちしております。

（元阪神タイガース）
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6日（日） ソフトバンク絆カップ2019
1日コーチ就任イベント

宮城県面瀬中学校
（宮城県気仙沼市）

14日（月） 墨田区　区民健康スポーツデー 錦糸公園野球場（東京都墨田区）

27日（日） パワーアップジャパンin面瀬 宮城県気仙沼市

13日（日）
14日（月）

スポーツフェア 大和スタジアム
（神奈川県大和市）

17日（木） 第5回財務委員会 総合体育館（東京都墨田区）

5日（土） ベースボールフェスタin備前 浜山運動公園野球場（岡山県備前市）

28日（月） 第7回野球事業推進委員会
第4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）

29日（火） 夢・未来応援プロジェクト ブルペン 第九中学校（東京都足立区）

30日（水） キッズ・ベースボール・プログラム 金屋第一保育所（和歌山県有田市）

15日（火） スポーツ庁主催　スポーツ施設のストック
マネジメント及び スタジアム・アリーナ
改革合同全国セミナー

文部科学省
（東京都千代田区）

18日（金） 第8回 日本下肢救済・足病学会九州・沖縄
地方会　学術集会 イブニングセミナー

アクロス福岡A会場
（福岡県福岡市）

19日（土）
20日（日）

スポーツフェア 富岡市民球場
（群馬県富岡市）

10月
曜日 行事名（事業名） 場所

4日（月・祝）「キッズ・ボールパーク」香川県会場 飯山総合体育館（香川県丸亀市）

13日（水） 第8回 野球事業推進委員会
第5回 25周年記念事業実行委員会 合同委員会

ルームス
（東京都墨田区）

16日(土)
17日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（鹿児島） 鹿児島県高等学校
（鹿児島県鹿児島市）

16日（土）
17日（日）

スポーツフェア 今治市営球場
（愛媛県今治市）

19日（火） NPO法人北海道野球協議会 理事会 北海道札幌市

18日(月) キッズ・ベースボール・プログラム 中川南保育園（東京都墨田区）

2日（土）
3日（日）

スポーツフェア ＫＹＢスタジアム
（岐阜県可児市）

29日（火） NPB AWARDS 2019 グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）

30日(土)
12月1日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（長崎） 諫早市営球場ほか
(長崎県諫早市)

30日(土)
12月1日(日)

スポーツフェア 平和公園野球場
（鹿児島県鹿屋市）

16日(土)
17日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（福岡） 原北中学校 ほか
（福岡県福岡市）

24日㈯ 少年野球教室 春山緑地公園多目的グランド
（鹿児島県霧島市）

23日(土)
24日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（大分） ダイハツ九州スタジアム
（大分県中津市）

30日(土)
12月1日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（埼玉） 上奥富運動公園野球場
（埼玉県狭山市）

23日(土) 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（千葉） 第三中学校ほか（千葉県松戸市）

23日(土) 日本プロ野球ＯＢクラブ杯（群馬） 木瀬中学校 ほか（群馬県前橋市）

25日(月) キッズ・ベースボール・プログラム 横川橋保育園（東京都墨田区）

11月
曜日 行事名（事業名） 場所

1日(日) 日本プロ野球ＯＢクラブ杯(千葉) 金ケ作中学校ほか（千葉県松戸市）

8日（日） 日本プロ野球ＯＢクラブ杯(千葉) 第三中学校(千葉県松戸市)

14日(土)
15日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（宮崎） ひむかスタジアム
（宮崎県宮崎市）

18日（水） 夢・未来応援プロジェクト　ブルペン 彦郷小学校（埼玉県三郷市）

8日（日） トレカフェスタ 産業貿易センター（東京都台東区）

14日(土)
15日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯（岡山） 奥市公園野球場
（岡山県岡山市）

10日（火） 幹事会 東京ドームホテル（東京都文京区）

15日(日) 「キッズ・ボールパーク」大阪府会場 原池体育館（大阪府堺市）

22日(日) 第41回ユニセフ ハンド・イン・ハンド 有楽町駅前広場（東京都千代田区）

4日（水） 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）

3日（火） 第4回常務理事会・第6回財務委員会
合同委員会

総合体育館（東京都墨田区）

7日(土)
8日(日)

全国アマチュア野球指導者講習会
（ＢＣＳ）

龍谷大学瀬田キャンパス
（滋賀県大津市）

13日（金） 全信連合同セミナー（広島） TKP広島本通駅前カンファレンス 
センター (広島県広島市)

7日(土)
8日(日)

日本プロ野球ＯＢクラブ杯(熊本) 県民総合運動公園野球場
(熊本県熊本市)

10日（火） ファンとの集い2019 東京ドームホテル（東京都文京区）

12月
曜日 行事名（事業名） 場所

OB News vol.84 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 12月

2019年10月〜12月活動報告

お詫び
OB会員の皆様へ

　83号に同封いたしました年会費ご案内（黄色用紙）につきまし
て、9名の方へ誤ってご案内を送付しておりました。多大なるご
迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後
このような不手際がないよう､再発防止に向けた社内の体制強化に
取り組んで参ります。どうか変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよ
う、何卒宜しくお願い申し上げます。

訃報 謹んでお悔やみ申し上げます。

上野  敬介さん

山本  哲也さん

石岡  康三さん

醍醐  猛男さん

髙井  保弘さん

氏名

東映
阪神

ヤクルト
ロッテ
阪急

代表出身球団 逝去日 享年 生年

2019年8月12日
2019年10月13日
2019年10月18日
2019年12月11日
2019年12月13日

83
85
78
81
74

1936
1934
1941
1938
1945

会員情報
新入会員一覧

中東 直己さん

石井 昭男さん

西村 憲さん

横田 慎太郎さん

氏名

広島
中日
阪神
阪神

代表出身球団

38
64
33
24

年齢

外野手、捕手
外野手
投手
外野手

ポジション

2019年 12月13日現在

訃報
　　　　　醍醐猛男様が2019
年12月11日にご逝去されまし
た（ 享 年81歳 ）。2012年 から
2017年まで常務理事をお務め
いただきました。OBクラブ設
立時より会員として野球振興
普及活動にご活躍いただき、名
キャッチャーとしてOBクラブ
を暖かく見守っていただきま
した。故人のご功績を偲び、心
から哀悼の意を表します。
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