
                                

平成２９年度 事業報告書 
（平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日） 

 
特定非営利活動法人ＮＯＭＯベースボールクラブ 

Ⅰ 活動の成果 

 

１．特定非営利活動に係わる事業 

 （１）野球クラブ支援 

   平成 29年度は、1月 5日から但馬ドームにて、基礎体力向上を目的としたトレーニングを開始 

3月 13日から 7日間、高知県春野球場にて春季キャンプを実施した。キャンプ中に、ファイティ

ングドッグス（独立リーグ）、シティライト岡山（社会人）、愛媛大学と強化試合を行い、開幕に

向けて実戦的な練習を積んだ。 

3月からシーズンが開幕、公式戦初戦となる兵庫県社会人野球春季大会は、初戦の神戸レールス

ターズに勝利し、準決勝で新日鉄住金広畑と対戦、2-7で敗退、続く第 88回都市対抗野球大会兵

庫地区一次予選は、初戦で関西メディカルベースボール学院に惜敗し、都市対抗出場の夢は断た

れた。5 月から始まった第 42 回全日本クラブ野球選手権大会兵庫地区一次予選は、1 回戦で全播

磨硬式野球団に 3－7敗れた。続く敗者復活 1回戦、2回戦を勝利したものの、第二代表決定戦で

県警桃太郎に敗れ、一次予選敗退となった。 

   秋季は、兵庫県社会人野球秋季大会 1回戦で新日鉄広畑に敗退、続くクラブ会長杯予選では 

決勝で県警桃太郎に敗れ本戦に進むことができなかった。 

JABA高砂大会は、予選リーグ敗退、29年度シーズン公式戦最終戦兵庫県知事杯では 2回戦で関西

学院大学に敗れ全日程を終了した。 

 通常の練習では、コウノトリスタジアム、植村直巳記念球場、出石球場、冬季は但馬ドームを

使用し、選手の競技力の向上とチームとしての実践力の向上に努めた。 

 

（２）ベースボールクリニック事業 

平成 29年度は、豊岡市「こうのとりスタジアム」を拠点に少年野球教室、ティーボール教室を

7回実施し、459名の参加者があった。今年度は、はじめての試みで、豊岡市の小学校を選手が 3

回に分けて訪問し、体育授業の一環として、ティーボールを教えた。また、小学校低学年の野球

未経験児童に対してティーボール教室を積極的に行い、豊岡市の野球人口増に繋げる教室となっ

た。その他ＮＯＭＯＣＵＰ野球大会においても、参加チームの選手たちに技術指導を行った。 

 

 

 



                                

（３）指導者養成・派遣 

 ボーイズリーグジュニアオールジャパンチーム（中学生対象）のアメリカ合衆国遠征に、野茂・

清水代表理事が参加、ロサンゼルスを拠点に地元のチームと親善試合を行う等、選手たちは野球を

通じて国際的な見聞を広めた。 

 

（４）野球大会の開催 

野球大会の開催では、兵庫県の南北交流を目的に西武ライオンズの栗山選手が支援している少年

野球団とタイアップして、「第 4回ＮＯＭＯ・ＫＵＲＩＹＡＭＡ ＡＬＬＳＴＡＲＧＡＭＥ」を但馬

ドームにて開催、勝敗だけでなく、野球通じて指導者や少年達の交流の輪を広げることができた。 

毎年恒例となった第 15回ＮＯＭＯＣＵＰ野球大会では、3リーグから 6チームが参加、将来のプ

ロ野球選手の卵たちが熱戦を繰り広げた。 

 

（５）その他、この法人の目標を達成する事業 

 

 ■国際交流・モンゴル U15代表チーム来日 

  10月 22日から、モンゴルの１４～１６歳の野球代表チームが、兵庫県豊岡市にて強化合宿 

を行った。ＮＯＭＯベースボールクラブは、２４日、２６日の２日間野球の技術指導を行った。 

モンゴルチームは、２３日、２５日に地元の中学生クラブチームと親善試合を行い、野球を通じ

て両国の交流を深め２７日に帰国した。 

■地域交流事業 

  地域交流の一環として、地元但馬地区の支援者たちと但馬交流会を開催した。また、地域の催事 

事等に参加し、地域住民の皆様と親交を図った。 

＜参加事業＞ 

・日髙夏祭り（7月 24日）豊岡柳祭り（8月 2日）、城崎温泉ふるさと祭り（8月 4日）、出石お城ま

つり（11月 3日） 

 

２．その他の事業 

 （１）物品販売事業 

   本年度も、クラブオリジナルグッズの定期販売において、ホームページ、ＦＡＸ等で 

  の販売の他、地域イベントにおいても販売を行い安定的な利益確保を図った。 

 （２）支援自販機事業の促進 

   本年度も、キリンビバレッジ社、コカコーラ社と提携し、本クラブの支援自販機を設 

  置して、地域への認知向上を図るとともに、売り上げの一部をクラブの事業費とした。 

 （３）広告事業 

   株式会社フジモト様と新規スポンサー契約を締結した。その他、安定した利益確保のため既

存スポンサーとの継続契約を行った。 



                                

Ⅱ 事業内容 

１．特定非営利活動に係わる事業 

 （１）野球クラブ支援 

 ■公式戦試合結果 

月日 大会名 対戦チーム 結果 球場 

3・24 兵庫県社会人野球春季大会 神戸レールスターズ 8-1〇 明石ﾄｰｶﾛ 

3・26 兵庫県社会人野球春季大会 新日鉄広畑 2-7● 明石ﾄｰｶﾛ 

4・8 第 88回都市対抗野球兵庫一次予選 関西メディカルスポーツ学院 6-10● 神戸運動公園 

5.4 第 42回全日本クラブ野球選手権兵庫 全播磨硬式野球団 3-7● 高砂 

5.5 第 42回全日本クラブ野球選手権兵庫 KC西宮 8-3〇 高砂 

5.6 第 42回全日本クラブ野球選手権兵庫 神戸レールスターズ 4-2○ 高砂 

5.7 第 42回全日本クラブ野球選手権兵庫 県警桃太郎 1-4● 高砂 

8.19 兵庫県社会人野球秋季大会 新日鉄広畑 0-7● 姫路 

9.24 クラブ会長杯大会 KC西宮 10∸2〇 広畑 

10.1 クラブ会長杯大会 関西メディカルスポーツ学院 7-3〇 二見 

10.1 〃 県警桃太郎 3-4● 二見 

10.9 JABA高砂大会 大和高田クラブ 3-6● 広畑 

10.9 JABA高砂大会 MSH医療専門学校 5-5△ 広畑 

11.10 県知事杯 甲南大学 7-3〇 G神戸 

11.12 〃 関西学院大学 5-8● G神戸 

■オープン戦試合結果 

月日 対戦チーム 結果 球場 月日 対戦チーム 結果 球場 

2.29 Ｄ・Ｂグラッズ 4－0○ 京都学園大 5.24 甲賀健康医療 2－2△ 甲賀 

3.3 永和商事 3－8● 北勢 6.15 甲賀アカデミー 7－4〇 植村記念 

3.6 履正社学園 6－1〇 履正社 6.24 全播磨 14－3〇 植村記念 

3.8 関西福祉大 3－4● 赤穂城南 7.11 大阪ガス 10－2〇 植村記念 

3.14 シティライト岡山 7－7△ 高知市営 7.14 甲賀アカデミー 6－1〇 植村記念 

3.16 高知 FDG 2－6● 春野 7.17 全大津 12-0〇 こうのとり 

3.16 高知 FDG 2－3● 春野 7.22 NSBBB 11-7〇 こうのとり 

3.19 愛媛大 2－14● 愛媛大 7.27 甲賀アカデミー 3－1〇 こうのとり 

4.2 同志社大 1－8● 同志社大 8.4 履正社 3－6● 履正社 

4.5 新日鉄広畑 2－12● 新日鉄広畑 8.6 日本新薬 3－16● 峰山 

4.12 ミキハウス 3－14● ミキハウス 8.11 関西硬式野球 15-0〇 こうのとり 

4.19 甲賀健康医療 0－5● 甲賀 9.9 京都城陽 5-2〇 こうのとり 

4.30 大阪 Wクラブ 1－3● 春日 9.27 甲賀健康医療 4-5〇 甲賀 



                                

5.18 大阪 HDBクラブ 10－6〇 こうのとり 10.31 履正社 4-5● 履正社 

5.20 OBC高島 2-4● こうのとり 11.5 八尾 BC 5-2〇 花園 

■公式戦：15戦 6勝 8敗 1分け 

■オープン戦：30戦 14勝 14敗 2分け  

      

               

（２）ベースボール・クリニック事業 

 

 ①豊岡市少年野球教室 

 

   【主催】  豊岡市・豊岡市教育委員会  

 【実施場所】 こうのとりスタジアム・豊岡市総合体育館・小学校 8校 

   【実施回数】 7回 

 【対象者】  幼稚園年長組、小学校低学年野球未経験児童、小学生 

  【年間参加数】 459名 

 

  【内容】  

  青少年に、野球を通じてスポーツの楽しさや素晴らしさ、チームワークの大切さを伝え心身

ともに健全な社会性を備えた青少年の育成を目的として、本年度は豊岡市主催の下、市内の幼

稚園年長組、小学生を対象（459 名参加）にした野球教室を 6 回開催した。野球指導は、参加

者の年齢・経験・身体能力に応じて、技術力の向上に向けて効果的な練習方法を指導するとと

もに、一部ゲーム形式を取り入れ、楽しんで野球を学んでもらえるよう工夫している。また、

マンツーマン指導を中心に。本クラブの選手も積極的に指導に当たり、教室を通じて、本クラ

ブを身近に感じてもらえる交流の機会も創出した。今年度は、豊岡市の野球人口の底上げを目

標に掲げ、地元の幼稚園年長者対象のティーボール教室を開催した。 

 

  

 

http://nomo-baseball-club.com/images/game/g00313/3月24日小野　耀平.jpg
http://nomo-baseball-club.com/images/game/g00299/DSCN6038.jpg


                                

◆平成 28年度 第 6回豊岡市主催少年野球教室（2017．2.18）2017年度初回 

豊岡市総合体育館で市内幼稚園児と小学生低学年野球未経験児童を対象にティーボール教室を

開催した。軟らかいバットとボールを使って誰でも参加できるティーボールで野球の楽しさを体験

してもらうことができた。 

 

◆ティーボール指導の様子 

        

 

◆平成 29年度 第 1回豊岡市主催少年野球教室（2017．6.2） 

   平成 29年度 1回目の訪問は、三江小学校、新田小学校、府中小学校の高学年児童を対象に 

行い、選手たちは 3 班に分かれ、各校を訪問した。教頭先生のお話では、生徒たちは、この日を

楽しみにしていたそうで、代表の女子生徒の挨拶から始まり、ウォーミングアップ、バッティン

グ練習キャッチボールを行い、男女に分かれて練習試合も行った。 

◆第 1回少年野球教室の様子 

        

 

◆平成 29年度 第 2回豊岡市主催少年野球教室（2017．6.6） 

   6月 6日に平成 29年度第 2回豊岡市主催「少年野球教室」を開催した。第 1回と同様、豊岡市 

の小学校に伺い＜T ボール＞を各小学校高学年の生徒たちに実施した。今回伺った小学校は三方

小学校(36名)、合橋小学校(17名)、高橋小学校(23名)、合計 76名の生徒。高橋小学校は市内の

小学校の中でも生徒数が一番少なく、全校で 32 名の学校ですので、3 年生以上の生徒 23 名で行

った。小野選手の挨拶の後、全員でグラウンドを走り、体操の後、バッティング練習を行い、休



                                

憩をはさみ紅白に分かれて試合を行った。5、6 年生がチームのリーダーとなり、3.4 年生を引っ

張っていくという試合で、最後は 6 年生の女の子が同点満塁ホームランを放った。途中、校長先

生にもバッティングを体験してもらう等、小さな小学校ならではの微笑ましいシーンが何度も見

られた。最後は参加した生徒たちと記念写真を撮って終了した。 

 

◆第 2回少年野球教室の様子 

     

           

 

   ◆平成 29年度 第 3回豊岡市少年野球教室（2017．6.9） 

    6月 9日に平成 29年度第 3回豊岡市主催「少年野球教室」を中筋小学校、清滝小学校 2校で 

   計 55 名の生徒が参加し実施した。内容は、前回同様にウォーミングアップ、バッティング練習

キャッチボールを行い、男女に分かれて練習試合を行った。生徒のはつらつしたプレーで大い

に盛り上がった。 

 

◆第 3 回少年野球教室の様子 

         

 

 

◆平成 29年度 第 4回豊岡市少年野球教室（2017．6.25） 

 

6 月 25 日にこうのとりスタジアムで平成 29 年度第 4 回豊岡市主催「少年野球教室」を開催しまし

http://nomo-baseball-club.com/images/activity/ac170606/野球教室2DSC_0032.jpg
http://nomo-baseball-club.com/images/activity/ac170609/野球教室3DSC_0001.jpg


                                

た。今回は 129 名が参加し賑やかな野球教室になりました。参加チームを 3 グループに分け、それぞ

れ津門主将、小野選手、荒木選手が中心となり、ウォーミングアップとキャッチボールまでを行った。 

その後はポジション別に分かれた守備練習では NBC の選手がお手本を見せながら、守備の姿勢や

捕球の仕方、送球、投球を教えた。打撃練習では素振り、ティーバッティング、NBC の選手がバッテ

ィング投手を務めてフリーバッティングと 3 か所で打撃練習を行った。終了後は各チーム NBC の選

手達と集合写真を撮り過去最高人数の野球教室は無事に終了した。 

 ◆第 4回少年野球教室開催の様子 

     

 

◆平成 29年度 第 6回豊岡市少年野球教室（2017．11.25） 

 

11月 25日(土)に平成 29年度第 6回豊岡市主催「少年野球教室」をこうのとりスタジアムにおい

て実施した。八条ラプターズ(19 名)、城崎フェニックス(10 名)、日高少年野球団(17 名)、合計 46

名を対象に実施した。各チームごとに分かれ、ウォーミングアップ、走塁練習を行い、その後、キ

ャッチボール、ポジションごとに分かれて守備練習を行い、NBC の選手が手本を見せながら捕球態

勢や送球動作などを指導した。最後にティーバッティングとフリーバッティングを順に終え、第 6

回目の野球教室は無事に終了した。 

◆第 6回少年野球教室開催の様子 

     

 

http://nomo-baseball-club.com/images/topics/t00399/11月DSCN9036.jpg


                                

主催 日時   会場 参加チーム 

平成 28年度 

第 6回豊岡市少年野球教室 

 

2/18(土) 豊岡市総合体育館 幼稚園児、小学校低学年野球

未経験者対象 

計 24 名 

第 1回豊岡市少年野球教室 6/2(金)  三江小学校 

新田小学校 

府中小学校 

高学年児童対象 

計 119名 

第 2回豊岡市少年野球教室 6/6(火) 三方小学校 

合橋小学校 

高橋小学校 

高学年児童対象 

計 76 名 

第 3回豊岡市少年野球教室 6/9(金)  中筋小学校 

清滝小学校 

高学年児童対象 

計 55 名 

第 4回豊岡市少年野球教室 6/24(土)  こうのとりスタジアム 八丈ラプターズ 

三江ワイルドウィンズ 

五荘エンゼルス 

新田ストークス 

城崎フェニックス 

日高少年野球団 

小坂プラッキーズ 

小野パワーズ 

計 129名 

第 5回豊岡市少年野球教室 10月 24・26日 

（火）（木） 

こうのとりスタジアム モンゴル U-15 国家代表 

計 10 名 

第 6回豊岡市少年野球教室 11月 25日（土） こうのとりスタジアム 八丈ラプターズ 

城崎フェニックス 

日高少年野球団 

計 46 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

（３）指導者養成・派遣 

 

① ジュニアオールジャパンへの役員派遣 

 

【協力】特定非営利活動法人ＮＯＭＯベースボールクラブ 

    【開催日時】平成 29年 8月 22日～29日 

    【遠征先】アメリカ合衆国 

    【参加チーム】ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ選抜チーム 

    【内容】 

大いなる可能性を秘めた子供たちに、日本では味わえない素晴らしい経験をして世界

を感じてもらう。海外遠征を通じて、人間として成長し、たくさんの思い出、仲間をつく

りこれからの人生の糧となることを目的に、中学生を対象とした「ＢＯＹＳ ＬＥＡＧＵ

Ｅ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ」が今年もアメリカ合衆国に選手団を派遣した。 

クラブは、この遠征に野茂英雄総監督、清水信英監督を派遣した。15 名の選手ととも

に、ロサンゼルスにて地元チームとの交流試合、メジャーリーグ観戦、日本領事館への表

敬訪問等の国際親善を通じて、選手たちは見聞を広めた。これから彼らがさらに成長し、

未来に向けて羽ばたいていくのが楽しみであり、常に上を目指して高いレベルの選手に

なることを祈念する。 

◆アメリカチームとの試合・交流の様子 

      

 

      



                                

（４）野球大会の開催 

 

① 第４回ＮＯＭＯ ＫＵＲＩＹＡＭＡ ＡＬＬＳＴＡＲＧＡＭＥ開催 

 【主   催】特定非営利活動法人 ＮＯＭＯベースボールクラブ 

 【開催 日時】平成 29年 1月 9日 

 【開催 場所】但馬ドーム 

 【参加チーム】但馬選抜チーム・栗山ドリームチーム 

 【大会 結果】 優勝：但馬選抜チーム(4年連続) 

 【内   容】 

本大会は、ＮＯＭＯベースボールクラブの本拠地である兵庫県但馬地区と栗山巧杯（西武ライ

オンズ）の本拠地である神戸地区が、小学生の軟式野球選抜チームを結成し兵庫県の南北交流戦

を開催、試合の他、親睦会等も行い交流を深めた。 

試合は、両軍とも好プレーで緊迫した好ゲームを展開、但馬選抜チームが栗山ドリームチームを

3－0で勝ち、対戦成績を 4勝とした。 

◆試合の様子                 優勝：但馬選抜 

   
                                       

② 第１５回ＮＯＭＯＣＵＰ野球大会の開催 

 【主   催】特定非営利活動法人 ＮＯＭＯベースボールクラブ 

 【開催 日時】平成 29年 12月 2日、3日 

 【開催 場所】但馬ドーム 

 【参加チーム】兵庫山崎リトルリーグ、大阪淀川・大阪生野リトルリーグ 

三田ボーイズ、大阪泉州ボーイズ 

        尼崎園田フレンズ、和歌山、鈴鹿、夙川連合 

 【大会 結果】 優勝：大阪泉州ボーイズ 準優勝：大阪淀川・大阪生野リトル 

 【内   容】 

この大会は、野球少年たちに日頃の成果を発揮する機会を提供するとともに、リトルリー   

  グ、ボーイズリーグ、ヤングリーグの 3 リーグが参加することで、野球少年たちがリー        

グを超えて親睦を深める機会となり、青少年の心身の健全育成とスポーツ振興に貢献するこ 
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とを目的に開催している。29年度も 3リーグから 2チーム、合計 6チームが出場し、優勝を目指し

熱戦を繰り広げた。 

 また、大会初日の午前は参加選手を対象としたベースボールクリニックを行い、各ポジションに

分かれ守備、走塁、打撃の順に指導を行った。 

 

熱戦の様子                  

   

 

    

 

優 勝 ： 大 阪 泉 州 ボ ー イ ズ            準 優 勝 ： 大 阪 淀 川 ・ 大 阪 生 野 リ ト ル リ ー グ 
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（５）その他、この法人の目標を達成する事業 

 

①国際交流 

 ◆モンゴル U-15国家代表チームの強化合宿支援（第 6回豊岡市少年野球教室） 

  豊岡市において強化合宿を実施したモンゴルチームと合同練習を 2日間実施し、技術指導を 

 行った。国家代表選手とはいえ、モンゴルでは野球はまだまだ人口の少ないスポーツであり、選

手のレベルも低いため基本的な投球フォームや打撃フォームを身ぶり、手ぶりで指導するという

内容であった。一日目は緊張や言葉の壁もあり、ぎこちない雰囲気ではあったが、二日目となる

とお互いに緊張もほぐれ和やかな雰囲気で野球教室を終えることができた。 

今後、モンゴルではオリンピック出場も視野に入れ、強化を図る。この中から国を代表する選

手が生まれ、活躍する選手が生まれることを期待する。 

◆技術指導の様子 

    

 

②地域交流事業 

豊岡市とＮＯＭＯベースボールクラブ但馬後援会協力のもと、本クラブを取り巻く地域住民

との関係性を深め協力し合う関係性を構築するため、市内の祭事、地元のイベントなどに積極

的に参加、市民との交流、本クラブの認知度向上に努めた。 

◆城崎ふるさとまつり              ◆豊岡やなぎまつり 

             

 



                                

（６）広報活動 

 

  会員への本クラブの活動情報提供を目的とした会報を本年度２回発行した。会報は、会員だけ

でなく地域への広報活動にも活用している。 

また、ＨＰ等も充実させ、活動状況の情報発信に努めた。 

 

２．その他の事業 

 

（１）物品販売業 

  【内容】主にＨＰ・チラシ等を通じて宣伝を行い、通信販売の他、地域イベントにおける出店 

      ＮＯＭＯＣＵＰ・ＮＯＭＯ・ＫＵＲＩＹＡＭＡ杯開催時に会場での販売を行った。 

      また、在庫管理を徹底し、定期的に棚卸を行い売れ筋商品の見極めや在庫処分を実施 

      利益確保のため安定した運営を行った。 

 

         

（２）支援自販機事業 

  【内容】キリンビバレッジ社と提携し、本クラブの支援自販機設置展開を行った。 

      この活動を通じて豊岡市内におけるクラブの認知向上とともに売り上げの一部を 

      の活動費として定期的な収入を得ることができた。 

 

Ⅲ．総会・理事会 

 

  １．通常総会 

   【開催場所】 豊岡市城崎町湯島１０６２ 

 特定非営利活動法人ＮＯＭＯベースボールクラブ事務所 

   【開催日時】 平成２９年２月１１日（土）１３：００ 

   

  ２．理事会 

   （１）第１回理事会 

【開催場所】 豊岡市城崎町湯島１０６２ 

 特定非営利活動法人ＮＯＭＯベースボールクラブ事務所 

   【開催日時】 平成２９年２月１１日（土）１１：００ 

   （２）第２回理事会 

   【開催場所】 豊岡市日髙町栗栖野 55 ブルーリッジホテル会議室 

   【開催日時】 平成２９年１２月２日（土）１８：００ 

      


