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京都野球協会第37回総会報告

2月24日（金）午後6時より恒例の定期総会が、53
名の会員の出席の下、新・都ホテルに於いて開催され
た。開会に先立ち、乾会長を始め昨年亡くなった会員
の方々のご冥福を祈り黙祷を捧げられた。続いて、会
長代行の椹木副会長から挨拶があり、引き続いて、司
会の山下副会長から、協会定款第21条に則り定足数を
確認の上、総会の開会を宣言された。総会議長には、
同定款第20条に則り椹木会長代行が務められ、議事が
進行された。

2017年定期総会開催される

佐々会長　挨拶

一般社団法人 京都野球協会会報

第１号議案　役員の改選について
原田理事長から、定款第31条に則り役員の任期満了
伴う改選の説明があり、新たな理事候補者として重
任、新任の報告があった。続けて、定款28条に則り
新理事の中から代表理事、専務理事、常務理事の推
薦案の提案があった。質疑の後承認を求めたところ、
満場一致で承認された。新役員は次のとおり。

会　　長　佐々　嘉孝
副 会 長 	山下　　登、椹木　　寛
理 事 長 	原田　守光
常務理事　森永　芳樹　(普及委員長）
　　　　　松本　友夫　(総務委員長）
　　　　　木下　幸典　(会計）
　　　　　井田　保則、寺本　英次
理　　事	 片山寄世史、梅本　吉徳、向島　　章、
　　　　　奥野　正彦、池田　盛造、袋布　幸信、
　　　　　田中　弘一、梅井　勝彦、村上　光男、
　　　　　宮本　隆祉、徳岡　五男、行待　敏博、
　　　　　石井　幸男、山本　力也
監　　事　池田　　満、溝口　　潔　　　　　以上
新会長が選任されたので、定款第20条に則り佐々会
長が議長となり、引き継いて議事が進行された。

この度、平成29年度定期
総会において承認を受け、
乾会長の後任として京都野
球協会会長の職を仰せつか
ることになりました佐々嘉
孝と申します。
昭和55年の設立以来諸先
輩方が野球の健全なる普及
発展を図る目的のもと築き

上げられてきた協会の仕事に携わらせて頂くことは身

の引き締まる思いです。
当協会が設立された当時、日本で一番身近で人気の
あるスポーツといえば野球だったのではないかと思い
ます。ところが近年、スポーツ人口が減少しているだ
けでなく、その中で野球の占める割合が減少しており
ます。このような状況の中、少しでも野球界の発展の
為にお役に立てればと思い、会長という重責をお受け
することに致しました。
今後は他団体との連携を強化しながら京都野球界の
発展の為に尽力して参りますので、皆様方からも引き
続きご指導・ご支援賜ります様宜しくお願い申し上げ
ます。
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〈資料２．平成28年度　収入支出決算表〉
収　入　の　部 支　出　の　部

科　目 予算額 決算額 科　目 予算額 決算額
会 費 1,960,000 1,721,000 運 営 費 1,220,000 1,182,656
①	個人会費 600,000 465,000 ①	会 議 費 600,000 634,416
②	賛助会費 1,000,000 890,000 ②	事務通信費 250,000 179,057
③	総会会費 360,000 366,000 ③	諸 費 350,000 339,268
事 業 収 入 400,000 330,000 ④	HP管理費 20,000 29,915
①	野球教室 300,000 300,000 	事 業 費 1,200,000 1,309,191
②	広告収入 100,000 30,000 ①	総務事業 250,000 158,906
その他収入 151,000 150,361 ②	普及事業 700,000 848,097
①	助 成 金 100,000 100,000 ③	野球殿堂事業 250,000 302,188
②	雑 収 入 50,000 50,000
③	預金利息 1,000 361 	予 備 費 1,467,178 0
④	協 賛 金 0 0 積 立 金 3,000,000 3,000,000
繰 越 金 4,376,178 4,376,178 次年度繰越金 0 1,085,692

計 6,887,178 6,577,539 計 6,887,178 6,577,539

平成28年度
収入支出計

収 入 額 計 2,201,361

支 出 額 計 2,491,847

差 引 残 高 △290,486

大会 出場チーム お祝い金品
第88回選抜高等学校野球大会出場 龍谷大平安高等学校 硬式ボール　３ダース
第65回全日本大学野球選手権大会出場 立命館大学 お祝金（壱万円）

京都産業大学 お祝金（壱万円）

花園大学 お祝金（壱万円）

第87回都市対抗選手権大会出場 日本新薬株式会社 お祝金（壱万円）

第98回全国高等学校野球選手権大会出場 京都翔英高等学校 硬式ボール　３ダース

第38回全国中学校野球大会出場 京都市立桂中学校 軟式ボール　３ダース

第２号議案　平成28年度事業報告「資料１」
原田理事長から、平成28年度実施した事業および後
援事業について、資料に基づいて報告があった。

第３号議案　平成28年度収支決算報告「資料２」
続いて、木下会計から、平成28年度収支決算につい
て資料に基づいて報告があった。議長から2号・３
号両議案併せて承認を求めたところ、満場一致で承
認された。

〈資料３．平成29年度　事業計画〉
月 総務企画委員会

１月
第１回常務理事会・理事会開催
機関紙「野球人京都」発刊
少年野球教室開催（協賛・日本新薬）

2月
第2回常務理事会・理事会開催
第３回常務理事会・理事会開催
第36回総会・懇親会開催

３月
４月 第１回京都野球殿堂委員会開催
５月

6月
第2回常務・第３回理事合同会議開催
第４回京都野球殿堂除幕式開催
機関紙「会報」発刊

７月 硬式野球入門教室参加者説明会開催

８月 硬式野球入門教室（第１・2・３回）
第30回学童野球フェスチバル開幕

９月 硬式野球入門教室（第４・５・6回）
10月 硬式野球入門教室（第７・８回）

11月
硬式野球入門教室（９・10回）
第３回常務・第４回理事合同会議開催
第22回野球祭開催

12月

月 後　援　事　業
2月 八幡少年野球審判講習会指導者派遣
３月 第30回京都五百歳野球大会開会式
6月 全京都大学野球トーナメント大会開会式
８月 第４回JABA少年野球教室開会式
11月 京都市長杯リトルシニア野球大会
12月 ニチダイ主催少年野球教室

月 後援団体等開催行事 出席者
１月 賀詞交歓会-京都市体育協会 乾会長、原田理事長

2月 京都五百歳野球開会式
八幡少年野球審判講習会指導者派遣 原田理事長

４月 中学校野球大会抽選会 原田理事長

6月 全京都大学野球トーナメント大会開会式
中学校野球大会抽選会

椹木会長代理
原田理事長

10月 スポーツフェスタ（市体育協会主催）原田理事長

11月 少年野球教室　ニチダイ野球部主催
京都リトルシニア協会試合レセプション

原田理事長、森永常務理事
原田理事長、森永常務理事

〈資料１．平成28年度　事業報告〉
月 主催行事・事業等

１月
第１回常務・第１回理事合同会議開催
少年野球教室開催
機関紙「野球人京都」発刊

2月

第１回京都野球殿堂委員会開催
第2回理事会開催
平成27年度会計監査
第３回理事会開催
第36回総会・懇親会開催

３月 第３回常務理事会開催
４月

５月 第2回京都野球殿堂委員会開催
第４回理事会開催

6月 第３回京都野球殿堂　除幕式

７月 臨時理事会開催
硬式野球入門教室説明会開催

８月
硬第３号会報発刊
第１回硬式野球入門教室開催
第2回硬式野球入門教室開催
第３回硬式野球入門教室開催

９月 第４回硬式野球入門教室開催
第５回硬式野球入門教室開催

10月 第6回硬式野球入門教室開催

11月

硬第７回硬式野球入門教室開催
京都野球祭開催
第８回硬式野球入門教室開催
第９回硬式野球入門教室開催
第３回常務・第５回理事合同会議開

12月 第10回硬式野球入門教室開催

第４号議案　平成29年度事業計画（案）「資料３」
第５号議案　平成29年度収支予算（案）「資料４」
原田理事長から、平成29年度事業計画について、続
いて、平成29年度収支予算について、資料に基づい
て説明があった。議長から４号・５号両議案併せて
承認を求めたところ、満場一致で承認された。
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二部　懇親会開催

引続いて、懇親会が行待理事の司会で開催された。
最初に佐々新会長の開催挨拶、続いて、山田知事の

代理で京都府文化環境部スポーツ振興課長の徳廣様、
門川市長の代理で京都市文化市民局スポーツ振興課長
の横山様からの祝辞、京都軟式野球連盟理事長の中本
様による乾杯のご発声の後、和やかなうちに進められた。

懇談中、日本女子プロ野
球「京都フローラ」の新原
監督と招待された二名の選
手が出演し、今シーズンの
抱負と決意が表明された。
会場から激励する声援が沸
き上がって盛り上がった。

午後９時ごろ、椹木副会長の締の挨拶があり、会は
盛会のうちに閉会された。

ご来賓紹介
○徳廣　剛氏　京都府文化スポーツ部スポーツ振興課長
○横山克久氏　京都市文化市民局スポーツ振興課長
○中本　博氏　京都軟式野球連盟理事長　　　　他

平成29年度事業結果報告と今後の行事予定

事業実施報告
■少年野球教室開催
１月28日（土）於　わかさスタジアム京都
日本新薬硬式野球部のご協力得て、少年野球選手
191名の参加を得て盛大に実施された。

今後の事業予定
■第４回　京都野球殿堂除幕式挙行
第４回京都野球殿堂の除幕式が、来る6月17日（土）
９時30分～京都の野球の聖地である西京極球場（わか
さスタジアム京都）で挙行することになった。
今回は、45年の長きにわたり母校花園高等学校の監
督をされ、生涯を高校野球に捧げられた清水茂氏を、
また京都における審判組織の確立に尽力され、その功
績が認められて勲六等瑞宝賞を受勲された竹中清二氏
のお二人を顕彰し、お二人の功績を記した楯(パネル)
を展示することになった（詳細は４頁に掲載）

■第３回　硬式野球入門教室
現在中学３年生で軟式野球を行っている者のうち、
高校に進学して硬式野球部に入部を希望している者を
対象とした「硬式野球入門教室」を今年も実施するこ
とにした。今回は回を重ねて第３回を数えることに
なった。過去2回の実績から次の内容で募集すること
にした。
１．募集案内　　京都新聞掲載、当協会ホームページ掲載、
　　　　　　　　京都市体育協会機関情報誌「ダッシュ」他
2．募集期間　　6月17日（土）～6月24日（土）
３．募集人数　　50名　

平成28年度第３回除幕式の様子

議事がすべて終了した後に、佐々新会長から、改め
て就任の挨拶があった。

〈資料４．平成29年度　収入支出予算書〉
科　目 予算額 前年度決算額 科　目 予算額 前年度決算額

＜収入の部＞ ＜支出の部＞
会 費 収 入 1,990,000 1,721,000 運 営 費 1,124,000 1,182,656
①	会 費 600,000 465,000 ①	会 議 費 600,000 634,416
②	賛助会費 1,000,000 890,000 ②	事務通信費 200,000 179,057
③	総会会費 390,000 366,000 ③	諸 費 300,000 339,268
事 業 収 入 310,000 330,000 ④HP管理費 24,000 29,915
①�教室参加費 250,000 300,000 事 業 費 1,200,000 1,309,191
②�広 告 費 60,000 30,000 ①	総務事業 150,000 158,906
その他収入 151,000 150,361 ②�普及事業 850,000 848,097
①	助 成 金 100,000 100,000 ③�野球殿堂事業 200,000 302,188
②	雑 収 入 50,000 50,000 ＜予備費＞ 1,212,692 0
③	預金利息 1,000 361 ＜積立金＞ 3,000,000 3,000,000
＜積立金＞ 3,000,000 0 ＜次期繰越金＞ 0 1,085,692
＜繰越金＞ 1,085,692 4,376,178

計 6,536,692 6,577,539 計 6,536,692 6,577,539
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第４回　京都野球殿堂　顕彰者

　　清水　　茂
	 （しみず・しげる）

生年月日：1933（昭和８）年１月31日
没年月日：2007（平成19）年2月27日（74歳）
出 身 校：花園高校、立命館大学

功	　　績：花園高に在籍中の1948（昭和23）年に野球
部を創設。立命館大学に進学し、４年生の時の54（昭
和29）年に花園高校の初代野球部監督に就任する。
学生監督に始まり98（平成10）年の勇退まで45年に
渡って采配をふるった。厳しい練習と同時に優しい
指導でチームを強豪校に成長させた。甲子園には春
と夏の2回出場に導いた。また、多くのプロ野球選
手を育てた。89（平成元）年から6年間、京都府高
校野球連盟の理事長も務めるなど、生涯を高校野球
の発展に捧げた。

発行：一般社団法人 京都野球協会
〒600-8310　京都市下京区七条通新町西入
				　　　夷之町698　アイアイビル

　　株式会社 アイアイ内

発行日：平成29年6月１日

４．説 明 会 　 ７月2日（日）17時30分～於スポーツ会館
５．教室日程　　初回　ストレッチトレーニング等
　　　　　　　　2回　８月８日（火）桃山球場
　　　　　　　　３回　８月18日（金）横大路球場
　　　　　　　　４回　８月22日（火）桃山球場
　　　　　　　なお、５回～最終の10回までの日程
　　　　　　　は、１ヶ月前に発表する

■学童野球フェスティバル
今年の開催日程は次のように決定しました。白熱し
た試合が行われることを期待します。
日程　　１日目　８月19日（土）　　岡崎球場
　　　　2日目　９月2日（土）　　吉祥院球場
　　　　３日目　９月18日（祝日）　岡崎球場
　　　　４日目　10月14日（土）　　吉祥院球場
　　　　決勝戦　11月19日（日）　　わかさスタジアム京都

■第23回京都野球祭
11月19日（日）於　わかさスタジアム京都
各大会の決勝戦を行うことになる。
第１試合　第９回　京都五百歳野球秋季大会決勝戦
第2試合　第30回　学童野球フェスティバル優勝戦
第３試合　第67回　京都市中学校野球秋季大会優勝戦

■全国大会出場チームへお祝
今年度全国大会に出場されるチームに対し、当協会
からお祝いと激励を兼ねた金品を贈る。
6月１日現在全日本大学野球選手権大会に出場され
る京都学園大学に対し、お祝い金を贈った。

■新規入会された正会員と賛助会員
正 会 員 	 佐々　嘉孝，河村　　正
賛助会員　・株式会社エルハウジィング
　　　　　・株式会社ワコール
　　　　　・株式会社わかさ生活
　　　　　・株式会社アイアイ
　　　　　・佐川印刷株式会社

　　竹中　清二
	 （たけなか・せいじ）

生年月日：1929（昭和４）年７月１日
没年月日：2016（平成28）年12月29日（87歳）
出 身 校：同志社中学、同志社大学

功	　　績：同志社中学に入学と共に野球部に入部した
が３年生の時に航空隊に入る。1945（昭和20）年10月
に復員後、再び白球を握る。同志社高商（現同志社
大）へ進学後も１年生から活躍。卒業後は社会人野
球の京都クラブの一員として都市対抗野球に出場す
る。67（昭和42）年から同志社高校の監督、84（昭和
59）年からは同志社大学の監督に就任し母校の後輩
育成に尽力した。高校・大学・社会人の審判も長く
勤め京都の審判組織の基礎を築いた。97（平成９）年
から2013（平成23）年まで京都野球協会理事長を努め
る。02（平成14）年には野球界発展に寄与した功績が
認められ勲六等瑞宝章を授章する。


