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　（25～26年度の2年間を任期される、松下会長を中心とする常任理事体制　平成25年2月2日（土）　名古屋市中区　愛知県青年会館にて）

第３８回全日本評議員定期総会　無事閉幕

松下会長（3期目） 新体制　発足！
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笹 沼 信 彦

会 長
広報部長

号第 103

（総会 報告〈要約〉）

毎年２月初旬に行なわれている「全日本ろう社会人軟式野球連盟 評議員総会」は本年

で３８回目を迎え、名古屋市中区の「愛知県青年会館」にて、各支部より評議員定数７

１名の内、出席６０名・委任９名・欠席２名で、規定数 3分の２以上の人数により総会

の成立となり、２４年度の事業及び会計決算報告について活発な質疑応答が行われまし

た。昼食をはさみ、午後からは２５年度の事業計画案及び会計予算案の提示についても

活発な質疑応答が行われ、特に昨年２４年度の評議員総会において承認済の「２５年度

より 個人登録費 3,000円から4,000円への値上げ決定」が、本年度予算案のどの項

目に積み増しされているのかについては、全日本選手権大会をより盛り上げるよう、

「球場補助」費や主管の「大会運営補助」費などに充てられることを確認し、事業計画

案、会計予算案 共に承認されました。

なお、本年度の第38回全日本ろう社会人軟式野球選手権大会は、東京支部が主管とな

り、１０／５（金）～７（日）東京都内で開催予定で準備進行中です。

また、常任理事の任期（２年）満了に伴い、役員改選が行われた結果、松下会長・真

柴理事長共に３期目の再任となり、２５～２６年度の常任理事体制は、6・７ページで紹

介されている通りとなりました。
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25年度　主な事業計画
　25年度登録状況（3月時点）

2月24日（日） 　新規会員登録〆切
東京支部

3月2日（土） 　第3回全日本常任理事会議、登録審査会 東京アスレチックス 21

東京ライオンズ 16

7月22日（月） 　追加会員登録〆切（支部内の〆切日は支部による） 東京シャローム 15

在京千葉ＢＢＣ 15

7月27日（金） 　官公庁挨拶回り 東京かしわクラブ 13

東京トライアンフ 19

7月28日（土） 　第4回全日本常任理事会議 役員 6

10月4日（金） 　第5回全日本常任理事会議
埼玉支部

☆ 10月4日（金） 　第38回全日本選手権大会組み合わせ抽選会・監督主将会議 Ｉ．Ｄ．Ｂ 20

埼玉シャローム 17

☆ 10月5日（土） 　主管＝東京支部　開催地＝東京都江東区・大田区（予定） ＮＤＢ 16

上洲ギャンブラーズ 13

☆ 10月6日（日） 　大会1日目＝10/5　大会2日目＝10/6 湾岸メッツ 13

宮城デフメッツ 17

12月7日（土） 埼玉レッドソックス 16

12月8日（日） 埼京カージナルス 18

役員 1

6ヵ年計画 （計画であって、本決定ではありません） 神奈川支部

神奈川ドジャース 23

湘南ヤンキース 20

新潟フェニックス 15

相模原ろう野球クラブ20

新横浜メーアウエーブ19

神奈川シャローム 13

役員 2

各支部の野球公式大会の方式
愛知支部

東京 ： 年間リーグ　プレーオフ有 トヨタジェネラルズ 18

神奈川： 春季リーグ、秋季リーグ ☆ トヨタ龍パワーズ 16

埼玉 ： 年間リーグ　プレーオフ有 愛知メッツ 15

愛知 ： 春季リーグ、秋季リーグ ☆ トヨタメッツ 16

大阪 ： 春季リーグ、秋季リーグ 加越 19

九州 ： 年間リーグ　決勝トーナメント有 役員 1

85

各支部の詳細日程は、連盟のFacebookページ上（8ページ目参照）でも

各支部代表からの連絡をもとに、掲載しておりますので、是非ともご閲覧下さい。 大阪支部

大阪サーファーズ 17

オリーブ高松 13

☆ タツローズ 18

ＧＢＰ 16

なにわルーキーズ 13

豊中ろう野球クラブ 15

役員 7

99

九州支部

北九州ドルフィンズ 14

熊本ファイヤーズ 12

ＦＤＢフィリーズ 12

鹿児島フンカーズ 14

役員 3

55

総計

☆ ＝　新加盟チーム

587

112

131

105

　第6回全日本常任理事会議
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平成25年2月2日（土）第38回全日本評議員総会の後、
親睦を深めるための「新年宴会」が開かれました。

なごや花亭　美よし　にて
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代々から「持ち回り」にて引き継がれてきた全日本選手権大会の「優勝カップ」を、

経年劣化のため、文部科学省・厚生労働省の了承の元、連盟の特別会計より購入しました。

なお、古い優勝カップは別途保管中です。

　文部科学（もんぶかがく）大臣　優勝カップ 　厚生労働（こうせいろうどう）大臣　優勝カップ

【ニュース】　アジアシリーズ2013　日本が２勝で優勝！

【報告】　優勝カップを一新しました！

2013年5月25日（土）

韓国 ００００００=０

日本 ５００２２ｘ=９

※ 時間切れ６回ゴールト

（日本） ○藤原、内野、和光－鶴田

2013年5月26日（日）

日本 ０００２０００=２

韓国 ００１００００=１

（日本） ○内野、藤原、滑川、和光－鶴田

【結果】

優勝チーム 日本代表

準優勝チーム 韓国代表

【個人賞】

最優秀選手賞…貞池力斗

最優秀投手賞…藤原洸樹

敢闘賞… ヤン・インハ

優秀選手賞… 野呂義光、イー・ティヒ

大会の様子・詳細は、全東京ろう社会人軟式野球連

盟からの報告があり次第、Facebookへ掲載します。

主催： アジアろう野球連盟

共催： 全東京ろう社会人軟式野球連盟

大韓民国聾唖野球協会

中華民国聴障棒壘球協会

主管： 全東京ろう社会人軟式野球連盟

協力： 日本野球機構、全日本ろう社会人軟式野球連盟
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3期目となりました。 任期5年になります。 2期目となりました。

連盟のためにもっともっと成長 国際化に向けて、まずアジアの 素晴らしい全日本選手権大会を

するよう頑張ります。 野球連盟設立の拡大を目指し、 もっと盛り上げるよう、頑張ります。

趣味は、旅行・インターネットです。 野球の楽しさを広めたいです。

趣味は、旅行・鉄道です。

平成25～26年度

全日本ろう社会人軟式野球連盟　常任理事体制

会 長

松下　繁夫

理 事 長

真柴　勝幸

（九州支部） 再任

事 務 局 長

浦川　洋

大 会 局 長

倉田　健治
（神奈川支部）　再任 （東京支部）　再任 （埼玉支部）　再任

去る2月2日(土)、全日本ろう社会人軟式野球連盟の評議員総会及び役員改

選が無事終了されました。 評議員総会及び新年宴会では、混乱もなく交流を

深められたのは皆様のご協力の賜物と 深く感謝している次第です。

私会長も再任となり、今年で6年目になるわけですが、これからも新常任理事

の皆様と共に お互い仲良く付き合い一緒に歩んで行く為にも、3つの絆・・・

『全日本連盟の絆』・『野球の絆』・『選手権大会の絆』を共に活動方針の目標と

定め、 全日本連盟の常任理事の皆様と共に「おにぎりの形」のようにお互いに

頑張りたいと 思いますので、今後もご協力宜しくお願い致します。

連盟を取り巻く環境はさらに厳しく、残念なことに全日本連盟の主催慣例行

事への会員減少や 運営難による過去の事業縮小も見られました。 叉、選手

層の高齢化とその対応も今後、重視しなければならない課題で有り、 様々な

支援を行う体制づくりが求められているのではないかと思っております。 その

ためにも全日本連盟の事業の活動運営のあり方を見直し、今後2ケ年の事業

構想とビジョンを構築し、貝現化する為の取り組みが必要です。 各位の相互

理解と連携を深め、『野球技術力の知恵と忍耐』をもって乗り切り、未来に繋げ

て生きたいと存じます。 今後とも全日本ろう社会人軟式野球連盟の事業運営

にご理解・ご支援頂きますよう、お願い申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きます。
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広報として早や2期目となりました。 審査部長として2年間は若い選手を 新任ですが、支部の審判部長等の

ネット、Facebookなどを通して もっと増やして、より楽しい野球が 経験を活かして、審判・ルール知識

ろう野球の人口拡大につなげたい 出来るよう、精一杯頑張って行き を広められるよう頑張ります。

です。猫と野球が好きなナニワの ますのでどうぞ宜しくお願いします。 趣味は、旅行です。

Ｂ型男児ですが、何か？ 趣味は野球、旅行です。

いくぞーっ！　1、2、3・・・

楽しくプレーしながら、会員登録が 新しく会計部長を務めさせて

増えるように頑張ります。 頂きます。

まだまだ未熟者ですが、よろしく アベノミクスにならって、ろう野球

お願いします。 連盟の財政を安定させるべく

趣味は野球、海外旅行、スポーツ 頑張りますので宜しくお願いします。

観戦、映画鑑賞です。

西日本監事

仁志　拳
（大阪支部）

審 判 部 長

宮本　茂平

会 計 部 長

山崎　仁

審 査 部 長

小川　光隆

広 報 部 長

笹沼　信彦

指 導 部 長

丸山　雅之
（大阪支部）　再任 （愛知支部）　新任 （大阪支部）　新任

（神奈川支部）（九州支部）　新任

東 日 本 監 事

長島　礼幸
（埼玉支部）
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ＱＲコード　→　
ＱＲコードリーダーで　　
一発読み込みできます！

facebookに登録していない人でも
このページは「公開」につき、どなたでも
登録不要で見ることはできます。

携帯電話やスマートフォンからでも
ご覧になれます。

但し、携帯電話の場合は、設定・仕様によっては
アルバム（写真）は見れない場合もあります。

各支部から公式に発信された大会試合情報などを載せています。

周囲の人にもＰＲし、どしどし見に来てください！

ろう野球につながりがある「載せて欲しい」情報がありましたら、

是非とも当連盟の広報部長か、事務局長へお寄せください♪

全日本ろう社会人軟式野球連盟　　

公式 facebook（フェイスブック） 開設しました！

　http://www.facebook.com/ALL.JDBL


