
                                

令和元年度 事業報告書 
（平成３１年１月１日から令和元年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 31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 

2月 28日から 10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、高知大学・

高知工科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初戦は、県警桃太郎に勝

利し、二回戦で日本製鉄広畑と対戦、0-1で敗退、続く第 90回都市対抗野球大会兼クラブ野球選

手権兵庫地区一次予選は、一回戦で県警桃太郎、敗者復活一回戦で全播磨硬式野球団に惜敗し、

都市対抗、クラブ野球選手権出場の夢は断たれた。元号が代わり、夏に開催された第 1 回昭和電

機杯は、1 回戦でエディオンに完勝し波に乗り、決勝戦で島津製作所にサヨナラ勝ちし初代チャ

ンピオンとなった。 

   秋季は、兵庫県社会人野球秋季大会 1回戦で関メディベースボール学院に敗退、続く近畿クラ 

  ブ会長杯争奪戦では、兵庫県予選を勝ち抜き本戦１回戦で湖南 BBCに敗れ全日程を終えた。 

 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。 

 ◆戦績：３９戦２６勝１１敗２分け 

  公式戦：１１戦６勝５敗、オープン戦：２６戦１８勝６敗２分け 

 

   
 

 

 

 



                                

（２）ベースボールクリニック事業 

令和元年度は、豊岡市「こうのとりスタジアム」を拠点に少年野球教室を 6 回実施し、名の参

加者があった。昨年に引き続き、市内の小学校 6 校を対象に体育授業の一環として、野球教室、

ティーボールを開催した。児童の中には今回初めて野球に触れた児童もいて、野球を通じて豊岡

市の子供たちのスポーツ促進と健全育成に貢献した。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 

Yakyuutaikainokaisaideha,hyougokennonanbokukouryuuwomokutekiniseiburaionzunokuriyamase

nshugashienshiteirushounenyakyuudantotaiaップして、「第 6回ＮＯＭＯ・ＫＵＲＩＹＡＭＡ Ａ

ＬＬＳＴＡＲＧＡＭＥ」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 17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。 

  

  

 

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、交流会等の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 

   収益の安定した確保のため、既存スポンサーとの継続契約を行った。 

  株式会社ナイキジャパン、株式会社フジモト、株式会社フジワーク、日光診療所 

 

 



                                

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 

3.23 兵庫県社会人野球春季大会 県警桃太郎 1-0〇 高砂 

3.24 兵庫県社会人野球春季大会 日本製鉄広畑 0-1● 高砂 

4.7 第 90 回都市対抗＆クラブ選手権野球兵庫一次予選 県警桃太郎 3-7● 高砂 

4.13 第 90 回都市対抗＆クラブ選手権野球兵庫一次予選 全播磨硬式野球団 0-5● 高砂 

7.28 第 1 回昭和電機杯 1 回戦 エディオン 6-1〇 今津 

7.28 第 1 回昭和電機杯決勝戦 島津製作所 5-4○ 今津 

8.17 兵庫県社会人秋季大会 関西メディカル学院 4-7● 姫路 

8.31 近畿クラブ会長杯兵庫予選 1回戦 イートファクトリーBBC 7-0〇 神戸 G7 

9.1 近畿クラブ会長杯兵庫予選準決勝 KC 西宮 9-1〇 神戸 G7 

9.1 近畿クラブ会長杯兵庫予選決勝 全播磨硬式野球団 6-2〇 神戸 G7 

9.22 近畿クラブ会長杯 1 回戦 湖南 BBC 5-6● 甲賀 

 

 

■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 

2.23 Ｄ・Ｂグラッズ 3－2○ 大津アイアイ 6.6 ルネス紅葉 2－1〇 甲賀 

3.5 高知大 1－5● 広畑 6.13 ルネス紅葉 8-0〇 こうのとり 

3.7 高知工科大 11－10〇 春野 6.17 関西メディ B 5－2〇 津門中央 

3.12 流通科学大 5－3〇 流通科学大 6.21 JFEシステムズ 13－0〇 富田林 

3.14 佛教大 4-1〇 佛教大 7.7 昭和コーポレーション 1－1△ 上斎原 

3.18 東海 REX 0-7● 日鉄名古屋 8.5 県警桃太郎 8-1〇 こうのとり 

3.27 履正社専 3－4● 履正社 8.7 ルネス紅葉 18-6〇 こうのとり 

3.29 滋賀ユナイテッド 4－10● 草津 GS 8.9 履正社専 9－1〇 こうのとり 

4.23 関西メディ B 9－8〇 鳴尾浜 9.17 ルネス紅葉 7－5〇 甲賀 

4.28 NSB 4-5● 春日 10.1 履正社専 3－2〇 履正社 

5.18 京都城陽 4-3〇 豊岡 10.5 全大津 6-4〇 希望ヶ丘 

5.21 大阪ガス 0-1● 今津 11.1 関メディ B 3-0〇 こうのとり 

5.25 履正社専 5－5△ 履正社     

 



                                

 

（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 2校・中学校 1校 

   【実施回数】 6回 

 【対象者】  幼稚園児、小学校低学年野球未経験児童、小学生、中学生 

  【年間参加数】 251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

稚園児、小学生、中学生を対象（251 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、中学校野球部への個別指導

を始めて実施する等、豊岡市の野球人口の底上げを目標に掲げ、様々な活動を推進した。 

 

 ◆令和元年度 第 1回豊岡市主催少年野球教室（2019．6.27） 

 令和元年度第 1回豊岡市主催「少年野球教室」は昨年に引き続き、今年も市内小学生を対象に体

育の授業の一環として開催した。第 1 回目の＜T ボール＞教室は、小学生を対象に実施した。今回

初めて野球に触れた小学生も多数おり、野球の楽しさに触れる場となった。 

 

◆ティーボール指導の様子 

        



                                

 

 

◆令和元年度 第 2回豊岡市主催少年野球教室（2019．6.28） 

   令和元年度 2回目の訪問は、三方小学校、資母小学校を訪問し教室を実施した。高学年児童を 

  対象とした野球の基礎練習を行い、最後に男女混合の試合を行った。 

◆第 2 回少年野球教室の様子 

   

 

◆令和元年度 第 3回豊岡市主催少年野球教室（2019．8.27） 

   令和元年度第 3回豊岡市主催「少年野球教室」を開催した。今回は豊岡市内の中学校野球部 

  に初めて訪問した。開会式の後、野球の基礎練習であるウォーミングアップ、キャッチボール、

ポジションに分かれての守備練習、打撃練習を実施した。最後に生徒たちと質疑応答を行い野球

に関しての質問から、野球以外における私生活や学校生活にちて会話を交わし、和やかな雰囲気

でのコミュケーションをとることがでｓきた。 

 

◆第 3 回少年野球教室の様子 

    

 

 ◆令和元年度 第 4 回豊岡市少年野球教室（2019．10.26） 

  10月 26日に第 4回豊岡市主催「少年野球教室」を実施した。五荘エンゼルス、小野パワーズ 

https://nomo-baseball-club.com/images/activity/ac180608/野球教室6月8日DSC_0009.jpg


                                

 日高少年野球団を対象に野球の基礎練習と打撃練習を選手と一緒に行った。少年選手たちは溌剌と 

 したプレーで大いに盛り上がった。 

◆第 4 回少年野球教室の様子 

    

    

◆令和元年度 第 5回豊岡市少年野球教室（2019．10.28） 

 10月 28 日に第 5回豊岡市主催「少年野球教室」＜全国一斉ティーボール教室＞を実施した。今

回は、城崎こども園の園児を対象に開催、5 チームに分かれて準備運動やキャッチボール、ティー

バッティング等を行った。5 歳児の子供たちが対象ということで、型にはまらず遊戯に近いような

進め方で行い、終始楽しく子供たちと触れ合うことができた。 

 ◆第 5 回少年野球教室開催の様子 

     

 

◆令和元年度 第 6回豊岡市少年野球教室（2019．11.26） 

11 月 26 日第 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、神美スピリッ

ツ、北但馬ルーキーズ、日高少年野球団合計 27 名を対象に実施した。今回は豊岡市の行事として

「夢へのチャレンジ」と題し、当クラブの小池理事が投手を中心に指導を行った。小池理事は、一

人ひとり投球フォームからスローイングについて丁寧に指導を行った。全体では、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

https://nomo-baseball-club.com/images/activity/ac191026/DSCN2998.jpg


                                

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 

   

 

 

主催 日時   会場 参加チーム 

令和元年度 

第 1 回豊岡市少年野球教室 

6/27  三江小学校 

竹野小学校 

小野小学校 

高学年児童対象 

計 85 名 

令和元年度 

第 2 回豊岡市少年野球教室 

6/28 三方小学校 

資母小学校 

高学年児童対象 

計 64 名 

令和元年度 

第 3 回豊岡市少年野球教室 

 

8/27  日高東中学校 計 23 名 

令和元年度 

第 4 回豊岡市少年野球教室 

10/26  こうのとりスタジアム 日高少年野球団 

小野パワーズ 

五荘エンゼルス 

計 29 名 

令和元年度 

第 5 回豊岡市少年野球教室 

10/28 

 

城崎小学校 城崎こども園園児 

計 23 名 

令和元年度 

第 6 回豊岡市少年野球教室 

11/16 こうのとりスタジアム 神美スピリッツ 

日高少年野球団 

北但馬ルーキーズ 

計 27 名 

 

 

 

https://nomo-baseball-club.com/images/activity/ac191116/DSCN3099.jpg


                                

 

 

（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】令和元年 8月 19日～26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６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 14日 

https://nomo-baseball-club.com/images/activity/aj140820/8月22日3日目DSC03265-005.jpg
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 【開催 場所】G7スタジアム神戸 

 【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：栗山ドリームチーム 

 【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、序盤から栗山ドリームチームの打線が爆発し、終始優位にゲームを進め、6－2で勝利

し、対戦成績を 2勝 4敗とした。 

◆試合の様子                 優勝：栗山ドリームチーム 

   

                                       

② 第１７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】令和元年年 11月 30日、12月 1日 

 【開催 場所】但馬ドーム 

 【参加チーム】枚方リトルリーグ、大阪東リトルリーグ 

東大阪花園ボーイズ、大阪八尾ボーイズ 

        ヤング神戸三田イーグルス、龍野、生野、夙川連合 

 【大会 結果】 優勝：大阪八尾ボーイズ 準優勝：東大阪花園ボーイズ 

 【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 

とを目的に開催している。令和元年度も 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：大阪八尾ボーイズ                準優勝：東大阪花園ボーイズ     

   

 

（5）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。 

https://nomo-baseball-club.com/images/activity/an191130/DSC_0308.jpg


                                

      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３１年２月２４日（日） 

   

  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３１年２月２４日（日） 

   （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】 令和元年１１月３０日（土） 

      


