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2014 年 4 月 22 日 

 

 

報道関係各位 

大和ハウス工業株式会社 

代表取締役社長 大野直竹 

大阪市北区梅田 3－3－5 

 

■■■■プロプロプロプロ野球野球野球野球ＯＢＯＢＯＢＯＢがががが約約約約１１１１万万万万 2000200020002000 人人人人のののの子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを直接指導直接指導直接指導直接指導    

第第第第 20202020 回回回回    ダイワハウスダイワハウスダイワハウスダイワハウス    全国少年少女野球教室全国少年少女野球教室全国少年少女野球教室全国少年少女野球教室にににに特別特別特別特別協賛協賛協賛協賛しますしますしますします    

 

大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大野直竹）は、公益社団法人全国野球振興会（日

本プロ野球 OB クラブ、理事長：八木澤荘六）が 2014 年 5 月 11 日に主催する 47 都道府県 48 会場

で行う野球教室に特別協賛します。 

 

 このイベントは、1995 年から「100 万人のこどもたちとキャッチボールを！」をテーマに将来を

担う子どもたちへ野球の魅力や楽しさを伝え、心の触れ合いができる場所を提供しており、野球界

の底辺拡大、野球を通じたスポーツの振興、普及および青少年の健全育成を目指しています。 

メイン会場は、2012 年の福島県、2013 年の岩手県につづき、東日本大震災の被災地域の宮城県

石巻市に決定し、地元宮城県出身の若生智男（元阪神）をはじめ、大矢明彦（元ヤクルト）、松本

匡史（元巨人）、飯田哲也(元ヤクルト)などが指導する予定です。 

 

【 5 月 11 日 48 会場で同時開催 】 

対 象 者 

人 数 

プロ野球 OB 数 

：小学 4 年生～中学 3 年生 

：約 1 万 2000 人 

：約 400 人（過去最多） 

    

●●●●    開催概要開催概要開催概要開催概要    

【 名  称 】 第 20 回 ダイワハウス 全国少年少女野球教室 

【 開 催 日 】 2014 年 5 月 11 日（日） 

【 開催会場 】 47 都道府県 48 会場         ※各都道府県 1 会場（東京都のみ 2 会場） 

                         詳細は別紙「開催地一覧」参照 

【 主  催 】 公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球 OB クラブ） 

【 後  援 】 文部科学省 

【 特別協賛 】 大和ハウス工業株式会社 

【 主な参加 OB 選手 】 東京会場（墨田区）：中西太氏（元西鉄） 

           香川会場（土庄市）：土井正博氏（元近鉄・西武） 

           鹿児島会場（鹿児島市）：外木場義郎氏（元広島） 

※ 講師は予告なく変更になる場合があります。 

野球教室参加者の公募は実施しておりません。現地取材、スタンド等での見学は可能です。 



 2 

 

 現地取材お問い合わせ先：公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球 OB クラブ） 

               TEL：03-3626-8911／FAX：03-3626-8912 

URL：http://www.obclub.or.jp/ 

 

 

 

以  上 

 

お問い合わせ先 

広報企画室 東京広報グループ ０３（５２１４）２１１２ 

広報グループ   ０６（６３４２）１３８１ 
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＊空欄部分は未決定 公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）

NO 都道府県 開催時間 人数 対象 現地担当機関

2 青森県 八戸市 八戸シーガルスタジアム 13：00～16：00 150 小4～中3 小中学生のための硬式野球教室

3 岩手県 宮古市 健康増進施設　新里山村広場　野球場 9：00～12：00 300 小5～中3 財団法人 宮古市体育協会

4 秋田県 能代市 藤里町清水岱公園野球場 9：00～12：00 150 能代市野球協会

5 宮城県☆ 石巻市 石巻市民球場 13：00～16：00 300 小5～中3 宮城県野球連盟 石巻ブロック

6 山形県 米沢市 八幡原緑地野球場 13：00～15：00 250 小4～小6 米沢地区野球連盟

7 福島県 郡山市 日和田球場 9：30～12：30 260 小4～小6 郡山市野球連盟

8 茨城県 牛久市 牛久運動公園野球場 9：00～12：00 130 中1～中3 牛久市野球連盟

9 栃木県 宇都宮市 宇都宮清原球場 13：00～16：00 200 小4～小6 宇都宮市教育委員会

10 群馬県 館林市 城沼野球場 11：00～13：00 250 小1～小6 館林市教育委員会　スポーツ振興課

11 埼玉県 上里町 忍保パブリック公園野球場 13：00～16：00 300 小4～小6 埼玉県野球部会 北部ブロック

12 東京都① 文京区 六義公園運動場 13：00～17：00 200 小4～中3 文京区少年軟式野球連盟

東京都② 墨田区 錦糸公園野球場 12：30～15：30 300 小1～小6 墨田区少年野球連盟

13 千葉県 ※調整中

14 神奈川県 座間市 座間市民球場 10：00～16：00 450 小1～小6 座間市野球協会学童部

15 山梨県 甲州市 甲州市塩山総合グラウンド 14：00～17：00 250 小1～中3 甲州市教育委員会　生涯学習課　スポーツ振興担当

16 長野県 佐久市 浅科総合グラウンド 13：00～16：00 200 小3～中3 佐久市教育委員会　社会教育部　体育課

17 新潟県 長岡市 越路河川公園 9：00～12：00 250 小4～小6 長岡野球協会

18 静岡県 静岡市 静岡市営西ヶ谷野球場 13：00～16：00 250 小3～小6 静岡県野球連盟 静岡支部

19 愛知県 名古屋市 瑞穂運動公園野球場 13：00～15：30 400 小5～小6 ジュニアベースボールリーグ愛知

20 岐阜県 多治見市 多治見市営球場 13：00～16：30 380 小1～小6 多治見市軟式野球連盟

21 三重県 伊賀市 上野運動公園野球場 9：00～12：00 200 小1～中2 伊賀市教育委員会　スポーツ振興課

22 富山県 南砺市 城南スタジアム 14：00～17：00 120 小4～中3 南砺市野球協会

23 石川県 宝達志水町 志雄運動公園 野球場 13：00～16：00 200 小2～中2 石川県学童野球連盟　羽咋支部

24 福井県 美浜町 美浜町総合運動公園野球場　体育館 13：00～16：00 150 小4～中3 福井県軟式野球連盟　美方支部

25 滋賀県 東近江市 湖東スタジアム 14：00～17：00 450 小1～中3 東近江市軟式野球連盟

26 京都府 精華町 精華町立東光小学校 14：00～17：00 350 小1～小6 南京都少年野球連盟

27 奈良県 宇陀市 宇陀市総合運動場 13：00～16：00 300 小1～中3 宇陀市教育委員会　事務局　生涯学習課

28 和歌山県 有田市 箕島中学校　グラウンド 13：00～16：00 300 小1～小6 有田市教育委員会

29 大阪府 豊中市 豊島公園野球場（豊中ローズ球場） 13：00～16：00 300 中1～中3 豊中市教育委員会

30 兵庫県 明石市 明石海浜公園臨時野球場-西 13：00～16：00 500 小4～中3 明石軟式少年野球協会

31 鳥取県 鳥取市 美保球場 13：00～16：00 250 小1～小6 鳥取市少年軟式野球リーグ連盟

32 島根県 安来市 安来運動公園野球場 13：00～16：30 150 小2～小6 安来市軟式野球連盟　学童部

33 岡山県 倉敷市 倉敷市立下津井中学校　グラウンド 9：00～13：00 200 小1～中3 児玉地区学童野球連盟

34 広島県 広島市 広島総合グランド　野球場 13：00～16：00 250 小4～小6 広島県軟式野球連盟

35 山口県 長門市 三隅総合運動公園 10：00～13：00 150 小4～中3 長門市教育委員会

36 香川県 土庄町 高見山多目的グラウンド 13：00～16：00 200 小1～中3 小豆郡学童軟式野球協会

37 徳島県 徳島市 徳島県鳴門総合運動公園野球場（オロナミンC球場） 13：00～16：00 150 小1～小6 徳島県軟式野球連盟

38 高知県 安芸市 安芸市営球場 13：00～16：00 200 中1～中3 安芸地区中学校体育連盟軟式野球専門部

39 愛媛県 松山市 松山市立勝山中学校　運動場 13：00～16：00 200 小3～中3 松山市教育委員会

40 福岡県 小郡市 端間下水道グランド 13：30～16：00 300 小4～中3 小郡リトルシニア

41 佐賀県 伊万里市 伊万里市国見台野球場 9：00～12：00 250 小3～小6 伊万里市軟式野球連盟

42 長崎県 諫早市 諫早農業高等学校 13：00～1600 150 小3～中1 諫早市学童軟式野球連盟

43 熊本県 熊本市 田迎公園運動施設（浜綿健康パーク） 10：30～13：00 250 小3～中3 NPO法人 熊本県野球振興会

44 大分県 宇佐市 平成の森公園野球場 13:00～16:00 400 小4～中3 九州総合スポーツカレッジ

45 宮崎県 三股町 三股町旭ヶ丘運動公園野球場 13：00～16：00 400 小1～中3 三股町教育委員会

46 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島銀行グランド 9：00～13：00 150 中1～中3 鹿児島県中体連軟式野球

47 沖縄県 南城市 南城市営新開球場 13：00～16：00 350 小4～中3 沖縄県野球連盟南部支部

☆メイン会場：宮城県 11840

開催地（都市・会場）
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