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ご挨拶

ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会　理事長

　平素はネパール野球ラリグラスの会に温かいご支援を賜りましてありがとうご
ざいます。「ラリグラス通信２０１７年度号」を発行するにあたり、一言ご挨拶
を申し上げます。

　さて、今回のラリグラス通信では、ネパールでのグラウンド建設について詳し
くご報告させていただいております。既にご案内のとおり、現在ネパールではグ
ラウンド建設に向けて動いております。当会は１９９９年の活動開始以来、１９
年に渡りネパールとの野球交流活動を続けてまいりましたが、その中で、グラウ
ンドの問題はネパール野球発展の妨げとして常に課題となっており、グラウンド
建設はネパールの野球関係者にとって長年の夢でもありました。そして現在、そ
の夢の実現へ第一歩を踏み出したところでございます。

　去る１２月１２日には、グラウンド建設に向けて、建設予定地であるバルバドラ・セカンダリ・スクール
で、当会スタッフ、学校運営委員会、地域住民の代表者ら関係者が一堂に介した会議が開催され、グラウン
ド建設に向けての合意形成がなされました。そして、会議の後には建設予定地で起工式が行われ、ブルドー
ザーが地面を掘る実演も行われました。思えば、今般のグラウンド建設を計画するに至るまでには、当会が
活動を始めてからの長い経緯がございました。活動当初からの経緯につきましては、本編に詳しく掲載して
おりますので、そちらをご覧ください。

　今般のグラウンド建設を進めるにあたり、様々な準備をしておりますが、その一環として８月下旬からネ
パール側の中心人物でポカラ・ベースボール・クラブの代表者であるナワラジ・ブジェル氏が来日し、グラ
ウンドに関する勉強をいたしました。帰国後、同氏は現地の関係者と協議を重ね、計画実現にに向けて邁進
しております。また、同氏とともに、ネパール代表選手２名が来日し、野球の研修を行いました。彼らの日
本滞在中お世話になった皆様に改めてお礼申し上げます。
　
　最後に、常に申し述べていることではございますが、当会の活動理念は一方的な支援ではなく共に成長す
る「協働」です。今般のグラウンド建設計画に関しましても、現地の人たちと一緒になって計画を進め、現
地の人たちの支えとなるよう活動してまいります。本編でも触れておりますが、おかげさまで、昨今のネ
パール野球では、ネパール人自身の中にネパール野球を良くしたいと考える者が増え、ネパール野球の自立
に向けた姿が見えつつあります。

　グラウンド建設には多くの皆様のご支援が不可欠です。当会ではグラウンド建設にご協力いただける皆様
を募集しております。建設資金募金の目標金額は１０００万円とさせていただいており、何卒多くの方にご
協力いただき、グラウンド建設を実現させたいと考えております。本来なら、お一人お一人にお願いに上が
るところではありますが、この場を借りて、皆様のお力添えを賜りたく存じます。今後とも皆様のご支援を
何卒よろしくお願い申し上げます。
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野球道具のご寄付
但し、バット、衣類・靴類のご寄付は
新品に限りお受けしております。

講演のご依頼

１月までの予定は決まっておりますので、
２月以降の日程でご検討ください。

　ネパールでのグラウンド建設
ネパールではグラウンド建設が強く望まれて
います。何卒ご支援をお願いいたします。

　　ネパール野球を
応援していただける
方を広く募集いたし
ております。

　お知り合い・ご友
人の方々にもネパー
ル野球をご紹介いた
だけるとありがたい
です。

会員・スポンサー募集中

当会はの活動は会費、寄付金で
成り立っております。

■会費、寄付金お振込先　
【郵便振替】口座番号 00950-8-165088
【銀行】三菱東京ＵＦＪ銀行　城東支店　普通口座 0187650
　　　　ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会

当会ではFacebookページを運用しております。
Facebookページを通じて当会の活動に関する
情報をタイムリーにお知らせいたします。



選手紹介
　ここで、ナインフォースの選手うち２名の選手をご紹介します。

８ 曽我部 泰輔

　曽我部選手は、これまでの硬式野球経験や実績
が十分あるとは言えない野球人生を送ってます。
それ故、野球が好きで諦めることができず、再び
硬式野球ができる場を求め、ナインフォースに入
団しました。
　夜勤の仕事もある中、終わってから、また仕事
前にも調整して練習や試合に参加し、練習がない
日でもバッティングセンターや他のメンバーに声
を掛け、自主練習を行うほどの野球人間。
　しかしながら、野球の経験不足で基本が確立し
ておらず、そのような状態で全体練習を続けて
も、彼の努力が実らないと判断したチームの方針
で守備、打撃ともそれぞれ1つのテーマを徹底させ
ることにしました。地味なものではありました
が、彼はそれを理解し、毎回の練習で繰り返し、
他のメンバーもサポート。
　20歳代後半に差し掛かり、この年で成長を見せ
てくれるのもなかなか珍しいです。彼には現状に
満足せず、更にレベルアップをしてもらい、チー
ムに貢献してもらいたいと思います。

【出身】大阪府
【年齢】27歳
【守備】内野手
【投打】右投左打
【出身校】
【好きな選手】礒部公一
　　　　　（元近鉄→楽天）

１ 平松 龍矢

 「チーム随一の野球人」と言われる平松選手。その
所以は、チームで唯一野球をベースに生活をしてい
るところにあります。野球の実力は言うまでもな
く、その取り組み姿勢は模範的！練習や試合では他
の選手を引っ張り、的確な指示、アドバイスを行っ
てくれます。それは野球のプレーだけでなく、ミー
ティングやグランド整備、チーム運営などにもその
力を発揮してくれており、幹部も大変助かっていま
すし、他の選手からの信頼も厚いです。
　そんな彼の特筆すべきことは、海外でのプレー経
験があること。これまで２回、アメリカのウィン
ターリーグに参加し、また昨年からはオーストラリ
アに野球、生活の拠点を移し、現地のクラブチーム
「マンリーイーグルス」でプレーしています。オー
ストラリアに特に大きな繋がりがあるわけではな
く、彼は自力で現地のチームと連絡を取り、現地で
職も見つけるというアクティブな人間です。慣れぬ
海外の地で海外文化、環境の中、外国人に混ざって
野球をしてきた経験は、彼のこれまでの考えを大き
く変え、それをナインフォースの選手にも伝えてく
れました。
　チームとして、まずは無事に過ごすこと、そして
野球を大いに学んでくることを伝え、彼を送り出し
ました。そして、成長した彼の復帰を心待ちにして
おります。

【出身】大阪府  
【年齢】27歳
【守備】内野手
【投打】右投右打
【出身校】柏原東高校—履正社
医療スポーツ専門学校
【好きな選手】川崎宗則
　　　　　　（ソフトバンク）
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役職変更

　ナインフォースでは2017年９月より、下記の通り役職の変更を行いましたのでご案内申し上げます。

【選手兼任コーチ】山脇佑介

昭和63年４月14日生まれ。
兵庫県立明石城西高校、大阪市立
大学を経て平成23年２月よりチー
ムに所属。24年より主将を務め
る。ラリグラスの会理事。29歳。

【主将】安田涼佑

平成７年３月３日生まれ。
石見智翠館高校、大阪商業大学
を経て29年２月よりチームに
所属。22歳。

　「この度選手兼任コーチに就任しました山脇で
す。コーチとして指導するのはもちろんのこと、選
手らの力を最大限に発揮できる環境作りや、連盟加
盟に向けての運営面強化にも努めていきます。ご支
援ご声援の程、宜しくお願い致します」

　「ナインフォースの主将に就任しました安田で
す。まだまだ未熟なチームですが、技術面、体力面
すべてを鍛え上げ、クラブ選手権出場できるように
チームを引っ張っていき、貢献していきます。ご声
援よろしくお願い致します」

グラウンド建設委員会

　起工式に先立ち、バルバドラ・セカンダリ・スクール、地域住民、ポカラ
市の地域担当者、および当会の代表者が一堂に会し、グラウンド建設計画へ
の合意形成のための会議が行われました。

■開催日　２０１７年１２月１２日
■出席者
【学校運営委員長】Bodh Bahadur Karki
【学校運営委員】Prem Bahadur Karki、Ramesh Tirpathi、Umnath Dahal、
　　 Dilkumari Subedi、Sita G.C、Dilmaya Hamal Thapa、

Narayen Prasad Bhandari
【校長】Bhola Nath Paudel
【教務主任】Khadka Bahadur Biswokarma
【建設業者】Prem Bahadur Karki
【ネパール野球ラリグラスの会】小林洋平、鈴木秀利、Iswor Thapa
【元校長】Thanesor Pokharel、J.B Kuwar、Chetra Bahadur Kuwar、
　　　　　Rames G.C、Bain Bahadur Gurung
【選手】Nawaraj Bhujel、Anil Pariyar
■内容
　以下の内容について合意がなされ、建設に向けて動き出すこととなりました。
　　- グラウンド建設の背景、目的、期待される効果。
　　- 建設場所はバルバドラ・セカンダリ・スクールの敷地。農地はグラウンドに転用。
　　- 建設費の見積もり額は約1400万円、30％はネパール側が負担する。
　　- グラウンドは地域住民のためのものとし、バルバドラ・セカンダリ・スクール関係者以外も使用できる。
　　- ネパール側と日本側が相互に協力して計画を進める。

２

起工式
　２０１７年１２月１２日１２時１２分より建設予定地であるバルバドラ・
セカンダリ・スクールのグラウンドにおいて起工式が行われました。起工式
では関係者が見守る中、ブルドーザーが地面を掘り返すデモンストレーショ
ンが行われました。

＊改めて現地の関係者と業者との協議の上、詳細が決定してからの着工となります
ので、現時点では着工してはおりません。

合意書

グラウンド建設
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選手・マネージャー・スタッフ募集中

　日本野球連盟（ＪＡＢＡ）への加盟に向けて、ナインフォースはメンバーの
増員が必要です。硬式野球が好き、プレーしたい、携わってみたい、挑戦した
いという思いを持ち、チームコンセンプトに合う人であれば、男女・年齢・経
験は問いません。新しい概念での野球活動をモットーにしているので、「厳し
そう」、「レベル高そう」というイメージは一旦置いてください。選手だけで
はなく、マネージャーや指導者等のスタッフも募集しています。

　興味のある方、是非ご連絡お待ちしております。

■ホームページ：https://www.9force.net/

■メール：baseball@9force.net

社会人硬式野球チーム Nine Force

今年を振り返り

紀南ベースボールフェスの結果

ポスター設置店一覧

　今年もナインフォースは積極的に野球活動、野球普及活動、国際交流活動を行いま
した結果、当チームの認知度は大幅に向上しました。それにより、幅広い年齢層から
硬式野球をしたい、挑戦したいメンバーが入団し、選手数も増加しました。
　しかしながら、今年は野球環境の変化により、試合数が少なくなり、また、10月に
は本拠地である山添村健民グランドの一部が崩落し、練習ができなくなるなど、厳し
い活動の年でもありました。
　ナインフォースは、このような逆境に負けることなく、今後も粘り強く活動を続け
てまいります。応援をよろしくお願いいたします。

監督・藤森稔人

　１０月９日、和歌山県田辺市の田辺スポーツ野球場で第４回紀南ベースボール

フェスティバルに参戦してきました。
 　昨年準優勝の肩書きを引っ提げて、昨年決勝で７対５で負けた独立リーグの
チームと初戦で激突しましたが、相手もパワーアップしてきたのか、久々の大会
の試合でこちらが緊張していたのか、波に乗れず、敗戦となりました。敗戦の要
因は明確でしたが、最近急にメンバーが増え始め、チームとして形になってきた
のは嬉しいことです。
　メンバーが増えてきたことで、今後の練習内容にも活動全体として変化が出て
きました。引続き活動を行っていきます。

　本拠地であるフォレストパーク神野山・健民運動
場（奈良県山添村）のグラウンドのすぐ近くにある
お食事処 「映山紅」さまや、スーパースポーツゼビ
オ奈良店（奈良市）など、奈良県内をはじめ、大阪
府、京都府、三重県で部員募集ポスターを掲示いた
だいております。
　皆さまからのご協力、ご支援をいただきましたこ
とに、改めてお礼申し上げます。

　当会は奈良県山添村を本拠地として活動している社会人硬式野球チーム「Nine
Force （ナインフォース）」の運営母体となっております。以下、ナインフォー
スの活動についてご報告いたします。

　現在、グラウンド建設のための協賛企
業・スポンサー様を募集いたしておりま
す。ご協力いただいた企業・スポンサー
様には、ご協力いただいた旨を証明すべ
く、グラウンドの施設内にお名前を明記
させていただきます。なお、次ページで
これまでの経緯をご説明しております。

ご協力者様募集

■お振込先　
【銀行】三菱東京ＵＦＪ銀行　城東支店　普通口座 0187650
【郵便振替】口座番号 00950-8-165088
　　　　ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会
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目標１,０００万円

参加者の感想

　これまでの長年に渡る活動
に対し感謝します。ここにグ
ラウンドを建設して、たくさ
んの子どもたちが遊べる場所
にしたいと思います。そし
て、将来はここがポカラの有
名な場所になって多くの人に
足を運んでいただきたいと思
います。

ブッダ・バハドゥール・カリキ氏
（学校運営委員会長）

　ここバルバドラ・セカンダ
リ・スクールでネパール初と
なる野球グラウンドの建設計
画が進められることとなり、
大変わくわくしています。私
たちも活動が長く続くよう、
サポートしていきたいと思い
ます。

ボハラ・ナト・パウデル氏
（校長）

イッソー・タパ氏
（ネパール野球ラリグラスの会）

ナワラジ・ブジェル氏
（ポカラ・ベースボール・クラブ代表）

　これまでの支援に感謝いた
します。私は１９９９年から
野球に携わってきて、野球か
ら多くの事を学びました。長
年の夢であるグラウンドを作
ることで、より多くの子ども
たちも学ぶことができると思
います。

　今まで多くのサポートをし
ていただいてありがとうござ
います。ぜひとも新しいグラ
ウンドで練習してオリンピッ
クの予選に出たいです。そし
て、ネパールの野球やスポー
ツの発展のためにここを生か
していきたいと思います。
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南アジア交流野球教室2017

　２０１７年１１月１１日に東京の板橋区立舟渡小学校においてネパール代表チーム主将のイッ
ソー・タパ氏やスリランカ出身の国際審判員であるスジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏などを指導
者とした「南アジア交流野球教室2017」を開催いたしました。この野球教室は当会が毎年この時
期に行っている子どもたちを対象とした野球教室で、今回で３回目となります。
　今回は、０６ＢＵＬＬＳで研修中のネパール代表選手やネパール野球ソフトボール協会の役員
らも参加したほか、来日中であったパキスタン野球連盟の副会長も来場いたしました。
　以下、野球教室の概要と当日の活動の様子について、ご紹介いたします。

イベント概要

■開催日：2017年11月11日（土）
■会場：東京都板橋区立舟渡小学校
■講師
　イッソー・タパ氏
　スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏
　当会スタッフ、ナインフォース選手
　その他
■内容
　開会式・オリエンテーション
　準備運動、ランニング、
　キャッチボール、
　審判講習会、
　ボールを使ったゲーム、走塁、
　閉会式

　この野球教室には早稲田大学の本間信治氏（写真）に大変ご尽力いただいております。閉
会式の挨拶で本間氏はスリランカについて「第二次世界大戦後、日本が分割統治されそうに
なったとき、スリランカの大統領が『新たな憎しみを作るような決定には反対だ、日本を二
つに分けてはならない』と演説し、日本は分割されずに済みました」との逸話を披露し、日
本がスリランカに大恩があることを紹介されました。

11月24日 奈良日日新聞

計画の背景、これまでの経緯

　私たちは１９９９年９月８日、ネパールの
ポカラで活動を始めました。当時、ネパール
では野球が全く知られておらず、「これが
ボールです」といった道具の説明から活動を
始めました。以来、理念は「協働」、オリン
ピック出場といった夢も抱きながら、ネパー
ルとの交流を続けてまいりました。そして、
長年に渡る活動の中で、野球はネパールでも
徐々に広がっていきました。

のグラウンドや農地の空き地等で野球を行っていますが、狭く凸凹で囲
いも無く、人や牛が通るなど、安心して野球ができる環境ではありませ
ん。ネパールにはグラウンドに適した広い土地が少なく、子どもたちが
安心して遊べる場所が少ないことがネパールにおいて野球を含めたス
ポーツが発展しない理由のひとつともなっています。

　そんな中、２０１２年に現地ではグラウンド建設の機運が盛り上が
り、費用の見積もりも行われました。しかしながら、私たちはそれを時
期尚早と考えるとともに、当時はバルバドラ・セカンダリ・スクールの
グラウンドが、建設が予定されているポカラの新空港の滑走路の用地と
なる可能性もあったため、グラウンドの建設には至りませんでした。

　一度は見送ったグラウンド建設計画でしたが、２００８年の北京を最
後にオリンピックの正式種目から外れていた野球が２０２０年の東京オ
リンピックで復活することが決まったことでオリンピックへの熱意が再
び高まり、グラウンド建設を望む声も強くなっていきました。そして２
０２０年の東京オリンピックを題材として２０１６年１０月に始まった
ＮＨＫ-ＢＳ１の新番組「世界はTokyoをめざす！」の第１回目でネパー
ル野球が取り上げられ、その中でも現地の野球関係者がグラウンドの建
設を熱望していることが紹介されました。さらには、２０１５年に発生
した大地震がその思いに拍車を掛けました。グラウンドが有れば、そこ
を災害発生時の避難場所として確保でき、安心感が生まれるという考え
です。

　その活動の原点となっているのが、バルバドラ・セカン
ダリ・スクールのグラウンドです。長年に渡る活動の間、
ここで何百人もの子どもたちが野球をし、ネパール初のプ
ロ野球選手やネパール代表選手が生まれるとともに、多く
の日本人がこの地を訪れ、野球交流を行なってまいりまし
た。また、２００９年には、ネパール野球ソフトボール協
会（ＮＢＳＡ）が設立され、ネパール野球も新たな発展の
段階へと入っていきました。

　２００２年には、当時、ラリグラスの会から指導員として派遣されていた
園田健弥とナワラジ・ブジェル氏を含めた選手たちが手作りでネパール語の
ルールブックを作成しました。ルールブックの中にはグラウンドのイラスト
も描かれており、彼らは「ネパールにも野球好きの人が増えて、いつかこん
なグラウンドが出来たらいいな」と話をしていたものでした。

　今般のグラウンド建設には、ネパール野球の活動が始まった当初からの関係者の思いが込めら
れています。ここで、今般のグラウンド建設を進めるに至った長年の経緯や背景についてご紹介
いたします。

2012年の見積書

投手イッソー・タパ（2003年）

「世界はTokyoをめざす！」(2016年）

第１回南アジア野球大会（2011年）

ルールブック（2002年）

1999年9月8日 活動開始 スコアボード（2004年）

　しかし、ネパール野球が発展する上で
常に妨げとなっていたのは、グラウンド
の問題でした。現在、ネパールでは学校

NBSA

４
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第２回世界野球ソフトボール連盟総会

　２０１７年１０月１２日から１４日まで３日間にわたり、ボツワナのハボローネで世界野球ソ
フトボール連盟（以下、ＷＢＳＣ）の総会が開催されました。ネパールからはネパール野球ソフ
トボール協会（ＮＢＳＡ）のプラディープ・カトリ副会長、ディパック・ネウパネ事務局長およ
び当会の小林洋平、鈴木秀利が参加いたしました。

総会の概要

■開催日：２０１７年１０月１２日から１０月１４日
■会場：ハボローネ国際コンベンションセンター
■内容
　ソフトボール部門、野球部門、ＷＢＳＣ全体それぞれ
の理事会や総会など様々な会議が開催されました。

総会の様子

　会長にはリカルド・フラッカリ氏が再選されました。また、野球
部門の総会では、全日本野球協会の山田博子常務理事が理事に選出
され、野球部門で初の女性理事となりました。また、今回の総会で
はコンゴ、タンザニアなどの新規加盟が承認されました。

ネパール代表団

役員席

加盟証明書 リカルド・フラッカリ会長（左）

ハボローネ国際コンベンションセンター

スポンサー、講演依頼募集中

　当会では、グラウンドを整備するためのスポンサー様を幅広く募集いたし
ております。また、当会の活動やグラウンド整備構想に関する講演の依頼も
承っております。詳しくは、当会までお問い合せください。

■会費、寄付金お振込先　
【銀行】三菱東京ＵＦＪ銀行　城東支店　普通口座 0187650
【郵便振替】口座番号 00950-8-165088
　　　　ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会

（問い合せ先）info@nepalbaseball.net

　このような状況の中、ネパール側の熱意にも押され、私たちは「今こ
そ、グラウンド建設を進めるべき」と考えるに至りました。そして、野
球のみならず他のスポーツや災害時の避難所としても使える多目的なグ
ラウンド建設を目指してネパール側と協議を始め、改めて建設地の決
定、建設費の見積もりなどを行ってまいりました。しかしながら、現地
には野球のグラウンドについて知識を持っている者がおりません。そこ
で当会の活動初期からの選手でポカラ・ベースボール・クラブの代表者
であるナワラジ・ブジェル氏が本年８月下旬に来日、約３ヶ月に渡って
日本に滞在し、実際に野球場を見るなどしてグラウンドに対する見識を
深めました。ナワラジ・ブジェル氏が日本で学んだ内容は、今後のグラ
ウンド建設において大いに役立つこととなり、同氏は帰国後も本計画の
中心人物として計画実現に向けて邁進しております。
　以上のような長年の経過を経緯を経て、今般のポカ
ラにおけるグラウンド建設計画は、その実現へ向けて
具体的に動き出すことになりました。動き出したグラ
ウンド建設ではありますが、グラウンド建設のために
は多くの皆様のご支援が不可欠です。ネパール野球最
大の夢、またネパール野球の自立への第一歩となるグ
ラウンド建設に対しまして、できる限り多くの方にご
協力いただきたいと考えております。建設資金募金の
目標金額は１０００万円としております。皆様のご支
援を重ねてお願い申し上げます。

建設予定地の現状と完成後の展望

　左の写真は建設予定地のバルバドラ・セカンダリ・スクールの周辺を上空から写したものです。１は現
在のグラウンド、２は農地、３は校舎と校庭で、全て学校の敷地です。また、現在のグラウンドの状態は
中央の写真のようになっています。現在のグラウンドだけでは十分な広さが無いので、農地もグラウンド
に転用いたします。右の写真が農地の現在の状態です。
　グラウンドが完成すれば、そのグラウンドを拠点として、選手の技術向上、野球大会の開催、国外指導
者の招聘など、活動の幅が広がり、野球のみならず、ネパールのスポーツの発展につなげることができ、
地域住民の健康増進にも寄与できると考えられます。また、災害時には避難場所として活用いたします。
さらには、２０２１年７月にはグラウンド近郊に新しい国際空港が完成予定です。そうなれば、観光客が
増えると同時に国際大会が開催できる可能性もございます。

ナワラジ・ブジェル氏来日（2017年）

学校関係者との協議（2017年）

５

ナワラジ・ブジェル氏
（1999年当時）

目標１,０００万円



　２０１７年８月２３日から１１月１９日まで、ネパール代表選手２名が来日し、関西の独立
リーグ、ベースボール・ファースト・リーグの球団、０６ＢＵＬＬＳ（ゼロロクブルズ）の
練習生となるなど、約３ヶ月に渡り野球の研修を行いました。また、野球の技術のみではなく、
ネパールにおけるグラウンド建設に向けて、野球の施設についても知識を深めました。

来日した選手の紹介

マン・クマル・マル

投手・外野手、２２歳
左投右打

　ネパール国軍所属。２０１７年
のＢＦＡ西アジア野球大会で国際
大会に初出場。大会ではパキスタ
ン戦、スリランカ戦に登板。強豪
相手に好投を見せた。

アニール・パリヤー

捕手、２７歳
右投右打

　ポカラ・ベースボール・クラブ
所属。ネパール野球の活動初期か
らプレーしている選手。
　ネパールが出場した３回の国際
大会に全て出場。代表チームでは
四番打者を務める。

ネパール代表選手来日

選手の感想

　私は今回が２回目の来日でしたが、素晴らしい人たちの中で、野球について多
くのことを学びました。指導していただいた村上監督に感謝いたします。
　私は大変多くのことを学びました。ネパールに帰ってからは、私がこの３ヶ月
間で得たものをみんなに教えていきたいと思います。
　皆さん、ありがとうございました。

　私は初めての来日でした。ラリグラスの会が
私をサポートしていただいたことを大変嬉しく
思います。
　そして、村上監督やコーチのご指導に感謝い
たします。皆様、ありがとうございました。

　アニール・パリヤー

　マン・クマル・マル

06BULLS（ゼロロクブルズ）

　アニール・パリヤー選手とマン・クマル・マル選手が練習に参加した
０６ＢＵＬＬＳは、大阪府東大阪市をホームタウンとする独立リーグの
球団で、「東大阪から頂点へ」をスローガンに、地域に根ざした球団を
目指しています。監督は元近鉄バファローズの村上隆行氏です。
　２０１２年にイッソー・タパ選手が０６ＢＵＬＬＳでプレーしたこと
が切っ掛けとなり、当会の活動にもご協力いただいております。

６

ネパール野球の役員来日

　２０１７年１１月８日から約１週間に渡り、ネパール野球ソフトボール協会（ＮＢＳＡ）の事
務局長ら２名が来日し、様々な活動を行いました。
　ネパールで野球がより発展し自立するためには、ネパールの野球関係者が野球に対する見識を
深めることが大切ですが、ネパール国内では野球について深く学ぶことが難しいのが現状です。
そのため、当会は最近では日本から指導員を送るよりネパールから選手や指導者が「野球大国」
と言われる日本に来て野球を学ぶことに重点を置いており、今回の来日もその一環となります。
　以下、来日した役員らの日本滞在中の活動についてご紹介いたします。

　来日した両氏は滞在中、京セラドームで社会人野球日本選手権を観戦したほか、０６ＢＵＬＬＳやグラ
ブ工房を訪れるなどいたしました。また、東京にも赴き、全日本野球連盟やネパール人学校を表敬訪問す
るとともに、「南アジア交流野球教室２０１７」（１３ページ参照）にも参加いたしました。

来日した役員の紹介
ディパック・ネウパネ氏
　（ネパール野球ソフトボール協会 事務局長）

＊ネパール野球ソフトボール協会は、ネパール政府に
認めらたネパールにおける唯一の野球統括団体です。

ケシャブ・タパ氏
（ラリトプール・ベースボール・クラブ代表者）

＊ラリトプール・ベースボール・クラブは、２０１7年に
ラリトプールで設立されたクラブチームです。

来日した役員の感想

活動の様子

　６日間、日本で野球の事をいろ
いろと勉強できました。ネパール
に帰ってからもステップアップで
きるように頑張ります。

ディパック・ネウパネ

　日本では綺麗な球場で試合を観
たり、０６ＢＵＬＬＳの練習に
行ったりいろんな事を学びまし
た。ネパールに持ち帰っていろい
ろな仕事に活かしたいです。

ケシャブ・タパ

ディパック・ネウパネ氏（右）
ケシャブ・タパ氏（左）

京セラドーム大阪で試合観戦 全日本野球協会を訪問

11

ネパール人学校を訪問

グローブ工房を訪問履正社の女子野球部を訪問06BULLSを訪問
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ワールド ベースボール チャレンジ プロジェクト

　本年、一般財団法人北海道ベースボールアカデミーが主体となり「ワール
ド・ベースボール・チャレンジ・プロジェクト」が行われました。このプロ
ジェクトでは、世界９カ国から１２名の選手が来日し、富良野市近郊で３ヶ
月間に渡り研修や交流活動を行いました。このプロジェクトにはネパールか
らもニスカル・ケーシー君が参加いたしました。
　ここで、ニスカル・ケーシー君の活動の様子をご紹介いたします。

ニスカル・ケーシー君

　北海道ベースボールアカデミー（以下、ＨＢＡ）は２０１６年
に設立された一般社団法人です。プロ野球選手を目指す若者たち
を受け入れ、その挑戦の場を提供することを目的としています。
　代表の出合裕太氏は青年海外協力隊のブルキナファソにおける
初代野球隊員で、２００８年のブルキナファソ赴任以来、同国の
野球発展に尽力されてきました。

　■ホームページ： http://japan-hba.com/

北海道ベースボールアカデミー

　今回のプロジェクトにはネパールからニスカル・ケーシー君（２０歳）が参加
いたしました。彼はネパールの主要チームであるバクタプル・ライジングスター
ズで指導者的な役割も担っている選手です。また、２０１５年５月末から２週間
に渡り中国にあるＭＬＢの訓練施設で指導者としての研修を受けています。

　まず始めに、初めて日本に来ることができてとても嬉しかったです。
　次に、私は最高のコーチの下、様々なグラウンドで野球を学び、技術を向上させる
ことができました。
　３つ目に、私はオーストラリアのリーグとＢＣリーグの２つのトライアウトを受け
ました。結果は不合格で、私はまだまだ力不足でした。ネパールに帰国後は、上手く
なるために一生懸命練習します。
　最後に、３ヵ月間支えていただいたラリグラスの会と皆さまに心から感謝します。

活動内容
　HＢＡでは、練習や試合のほか、地域のイベントなどにも参加しており、ニスカル・ケーシー君もこれ
らの活動に参加いたしました。また、期間中にはオーストラリアのプロ野球のトライアウトも行われまし
た。ここでは、ニスカル ・ケーシー君からの日々の活動報告からその一部をご紹介いたします。

ニスカル・ケーシー君の感想

（8月3日）
　今日、私は午前７時３０分
から練習に行って午後３時に
帰りました。今日はいくつか
の新しいバッティング技術を
学びました。また、試合で打
席に立ったときの心構えを教
えてもらいました。今まで、
このような事を考えたことが
なかったので、新しい発見で
した。

（8月5日）
　今日、私は外国人練習生３
人やコーチと札幌ドームへ
ファイターズの試合を観に行
きました。試合前には、ファ
イターズの選手とお会いする
ことができました。
　プロ野球の練習や試合を観
られたことは、素晴らしいこ
とでした。彼らの練習を見る
ことで私も新しい技術を学び
ました。

７

活動内容

（９月１日）
　０６ＢＵＬＬＳの選手たちと練習するために、午前８時にグラウンド
へ出発。アニールとマン・クマルは村上監督にバッティングやバントの
指導をしていただきました。０６ＢＵＬＬＳの選手たちと練習ができて
大変嬉しかったです。練習は約２時間で終了し、最後に村上監督から明
日の和歌山戦に向けて体調を整えておくようにとアドバイスをいただき
ました。

　来日した両選手にはグラウンドの調査のために来日したナワラジ・ブジェル氏も帯同いたしました。
ここではナワラジ・ブジェル氏からの日々の活動報告からその一部をご紹介いたします。

（９月５日）
　９時には０６ＢＵＬＬＳの選手とネパールの選手は既に練習を開始し
ていました。今日の練習はウォーミングアップで、キャッチボール、
バッティング練習を行ない、１１時ごろに終わりました。１２時から０
６ＢＵＬＬＳ対インパルス（学生チーム）の試合が始まりました。試合
は１５対５で０６ＢＵＬＬＳが勝利しました。
　今日、宝塚医療大学の医療チームからアニールにマッサージについて
のアドバイスをいただきました。今後は、野球の技術だけでなく、体の
ケアについても学ぶことが必要だと感じました。

（９月９日）
　今日、私たちは０６ＢＵＬＬＳの選手たちも参加している小阪商店街
（東大阪市）のイベントに行きました。サッカーや野球の他、数多くの
食べ物の屋台が出ていました。多くの子どもたちがお父さんやお母さん
と一緒に来ていました。私たちはそこで２時間ぐらい過ごしました。
ネパールでもグラウンドが完成したら、そこで地域の人たちと何かイベ
ントができたらいいなと思います。

（９月２６日）
　私、アニール、マン・クマルの３人
は「スラッガーズ・スタジオ」（室内
練習場）に行き、０６ＢＵＬＬＳの選
手たちと約３時間練習しました。練習
は１時ごろに終わりました。今日の練
習はいつもとは違っていました。この
ような室内練習に来たのは初めてでし
たし、雨の日でも工夫次第で練習がで
きることを学びました。

帰国後の様子

サンロード小阪商店街

スラッガーズ・スタジオ

　３ヶ月間の研修を終えてネパール
に帰国した代表選手たちは、帰国後
間も無く子どもたちを対象にした野
球教室を開催いたしました。日本で
学んだことを活かし、ネパール野球
の発展のため頑張っています。
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第30回（2017年8月21日掲載）　「北海道での挑戦始まる」

　前回、来日中のネパール代表選手、アニール・パリヤー選手とマン・クマル・マル選手、およびナワ
ラジ・ブジェル氏のゼロロクブルズでの練習の様子について述べた。その後、両選手は正式に
06BULLS（以下、ゼロロクブルズ）の練習生にも登録され、日々練習に励んでいる。また、彼らはゼロ
ロクブルズの練習や試合以外にも様々な活動を行っており、今回はその一端を紹介する。

　ゼロロクブルズの活動が無かったある日、3人は私やネパール代表チーム主将のイッソー・タパ氏（元
ゼロロクブルズ選手）とともにいくつかの場所を訪れた。まず朝には、東大阪市立縄手南中学校を訪問
した。ラリグラスの会は同校とも懇意にしており、2014年にネパールの少年選手団が来日した際には、
同校を含む東大阪市の中学校選抜チームと親善試合を行っている。

　訪問したのは通学の時間帯で、我々は教職員らと校門に立ち、登校して来る生徒たちに「おはようご
ざいます」と声を掛ける活動を行った。同校では「返事！あいさつ！声！ダッシュ！」を重視してお
り、日々このような活動を行っている。ネパールでこのような活動を行っている学校は目にしないそう
で、そのことからも両国の文化の違いに驚いていた。

　その後、始業前に全校集会が行われ、我々はネパール野球の歩みや今後の夢などについて話をした。
その中でネパール人選手たちは「私たちは何も無いところから野球を始めました。ネパールにはグラウ
ンドも無く、決して恵まれた環境ではありませんが、これからも頑張ります。皆さんも自分の目標を
持って頑張ってください」と生徒たちを激励した。

　また、その日は甲子園球場も訪れた。甲子園球場では試合前に球場や阪神タイガースの練習の見学を
させていただいた。ネパール代表選手たちは、日本でも有数の球場で日本野球の最高峰に位置する選手
たちの練習を熱心に見つめていた。その一方で、ナワラジ・ブジェル氏は球場の施設についても興味
津々な様子であった。彼が来日した目的のひとつはネパールでのグラウンド建設に向けて球場施設への
見識を深めることであるので、彼はこれまで訪れた球場でも熱心に質問し、メモを取っていた。

　見学の後には、阪神タイガース対読売ジャイアンツの伝統の一戦を観戦。特に初めてプロ野球を観た
マン・クマル・マル選手は、想像を絶する観客の多さや大声援など、球場の雰囲気に終始圧倒されてい
た。また、試合を観ながら捕手であるアニール・パリヤー選手とも配球のことなどいろいろと話をして
いて、研究熱心な姿を見せていた。

　ネパール代表選手たちが来日して約1ヶ月が経った。彼らは日本で野球だけに関わらず多くの事を学ん
でいるが、逆に彼らを通じて海外に興味を持つ方もいるであろう。前述の縄手南中学校での活動がその
一助となればと思うし、実際、ゼロロクブルズの選手の中には彼らにネパール語で声を掛ける者もい
る。今回の来日は国際交流の輪をより一層広げる効果も期待できるのである。

第32回（2017年10月10日掲載）　「ネパール代表選手の日本での活動」

侍ジャパン 公式ウェブサイト

　当会では、２０１５年４月より、野球日本代表「侍ジャパン」の公式ウェブサイト内のコラム
「世界の野球」において「ヒマラヤを北に臨む国ネパールの野球」と題したネパール野球を紹介
する記事を執筆させていただいております（不定期更新）。ここに、最近のコラムの中から２つ
の記事を紹介させていただきます。

コラム「ヒマラヤを北に臨む国、ネパールの野球」
URL : http://www.japan-baseball.jp/jp/news/tag/ネパール

　第２７回のコラム「北海道での挑戦」でも紹介したが、７月から３ヶ月間に渡り、北海道の富良野で
北海道ベースボールアカデミー（以下、ＨＢＡ）による「ワールド・ベースボール・チャレンジ・プロ
ジェクト」が行われており、世界９カ国から約１５名の選手が来日し、練習や試合を行い、最終的に独
立リーグのトライアウトに挑戦する。そして7月末、ネパールから参加するニスカル・ケーシー君（以
下、ニスカル）も富良野入りした。以下、彼の富良野入りに同行したラリグラスの会のスタッフからの
報告を基に、富良野でのニスカルの様子を紹介する。

　ＨＢＡでの練習は基本的に毎日行われ、火曜日と木曜日は全体練習、それ以外の日は自主練習とな
る。自主練習では、ジムや室内練習場なども使う。また、ＨＢＡの選手と今回のプロジェクトに参加し
ている外国人選手は何ヶ所かに分かれて共同生活を送っていて、ニスカルの宿泊先には日本人2名のほ
か、ベルギーとセルビアの選手もいる。ニスカルはこのような環境の中で、１０月半ばまで野球漬けの
日々を送ることとなった。

　ニスカルの練習初日はちょうど全体練習の日で、午前９時から上富良野町の球場で練習が行われた。
この日の練習では、主に守備練習と打撃練習が行われた。打撃練習では、ニスカルは数球のフリーバッ
ティングをしたものの、まだバットの振りが鈍いということで、その後はティーバッティングに専念し
た。ネパールでは広いグラウンドが無いこともあって、十分な打撃練習ができにくい。先般の西アジア
野球大会に出場したネパール代表選手たちにも同様の問題があった。また、ニスカルの地元であるバク
タプルには指導者もおらず、ニスカルもこのような指導を受けることは初めてで、知らない事もまだま
だ多い。今回のプロジェクトを機に、ニスカルはこれから多くの事を学んでいくことになる。

　この日のグラウンドでの練習は午前中で終わり、午後からは、栄養学やメンタル面に関するセミナー
も行われた。初日の練習を終え、ニスカルに感想を聞いてみると「今回の事は、私にとって新しくて素
晴らしい経験です。練習のやり方もとても良いし、選手やコーチの皆さんもとても親切で助けてくれま
す。このアカデミーでベストを尽くします。」と述べた。

　ＨＢＡの選手たちは、練習以外にも地元のイベントなどに参加する。ニスカルも早速、富良野の中学
生との交流会に参加したり、北海道日本ハムファイターズ選手会から野球道具の寄付を受け取るため札
幌ドームを訪れるなど、様々な活動をしている。

　英語が話せる選手ばかりではないが、ニスカルはチームにうまく溶け込んだようで、時にはネパール
でも放送されているアニメの「ONE PIECE」の話で盛り上がる場面もあった。ニスカル自身も、野球
だけではなく日本語も学ぼうという意欲を見せている。今までニスカルはネパールで選手として、チー
ムのリーダーとして活躍してきた。今回は彼にとってまたとない勉強の機会である。そして、ここで学
んだことをネパールに伝え、他の選手たちの成長に繋げていって欲しい。そのためにニスカルは今、北
海道にいるのである。
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ワールド ベースボール チャレンジ プロジェクト

　本年、一般財団法人北海道ベースボールアカデミーが主体となり「ワール
ド・ベースボール・チャレンジ・プロジェクト」が行われました。このプロ
ジェクトでは、世界９カ国から１２名の選手が来日し、富良野市近郊で３ヶ
月間に渡り研修や交流活動を行いました。このプロジェクトにはネパールか
らもニスカル・ケーシー君が参加いたしました。
　ここで、ニスカル・ケーシー君の活動の様子をご紹介いたします。

ニスカル・ケーシー君

　北海道ベースボールアカデミー（以下、ＨＢＡ）は２０１６年
に設立された一般社団法人です。プロ野球選手を目指す若者たち
を受け入れ、その挑戦の場を提供することを目的としています。
　代表の出合裕太氏は青年海外協力隊のブルキナファソにおける
初代野球隊員で、２００８年のブルキナファソ赴任以来、同国の
野球発展に尽力されてきました。

　■ホームページ： http://japan-hba.com/

北海道ベースボールアカデミー

　今回のプロジェクトにはネパールからニスカル・ケーシー君（２０歳）が参加
いたしました。彼はネパールの主要チームであるバクタプル・ライジングスター
ズで指導者的な役割も担っている選手です。また、２０１５年５月末から２週間
に渡り中国にあるＭＬＢの訓練施設で指導者としての研修を受けています。

　まず始めに、初めて日本に来ることができてとても嬉しかったです。
　次に、私は最高のコーチの下、様々なグラウンドで野球を学び、技術を向上させる
ことができました。
　３つ目に、私はオーストラリアのリーグとＢＣリーグの２つのトライアウトを受け
ました。結果は不合格で、私はまだまだ力不足でした。ネパールに帰国後は、上手く
なるために一生懸命練習します。
　最後に、３ヵ月間支えていただいたラリグラスの会と皆さまに心から感謝します。

活動内容
　HＢＡでは、練習や試合のほか、地域のイベントなどにも参加しており、ニスカル・ケーシー君もこれ
らの活動に参加いたしました。また、期間中にはオーストラリアのプロ野球のトライアウトも行われまし
た。ここでは、ニスカル ・ケーシー君からの日々の活動報告からその一部をご紹介いたします。

ニスカル・ケーシー君の感想

（8月3日）
　今日、私は午前７時３０分
から練習に行って午後３時に
帰りました。今日はいくつか
の新しいバッティング技術を
学びました。また、試合で打
席に立ったときの心構えを教
えてもらいました。今まで、
このような事を考えたことが
なかったので、新しい発見で
した。

（8月5日）
　今日、私は外国人練習生３
人やコーチと札幌ドームへ
ファイターズの試合を観に行
きました。試合前には、ファ
イターズの選手とお会いする
ことができました。
　プロ野球の練習や試合を観
られたことは、素晴らしいこ
とでした。彼らの練習を見る
ことで私も新しい技術を学び
ました。

７

活動内容

（９月１日）
　０６ＢＵＬＬＳの選手たちと練習するために、午前８時にグラウンド
へ出発。アニールとマン・クマルは村上監督にバッティングやバントの
指導をしていただきました。０６ＢＵＬＬＳの選手たちと練習ができて
大変嬉しかったです。練習は約２時間で終了し、最後に村上監督から明
日の和歌山戦に向けて体調を整えておくようにとアドバイスをいただき
ました。

　来日した両選手にはグラウンドの調査のために来日したナワラジ・ブジェル氏も帯同いたしました。
ここではナワラジ・ブジェル氏からの日々の活動報告からその一部をご紹介いたします。

（９月５日）
　９時には０６ＢＵＬＬＳの選手とネパールの選手は既に練習を開始し
ていました。今日の練習はウォーミングアップで、キャッチボール、
バッティング練習を行ない、１１時ごろに終わりました。１２時から０
６ＢＵＬＬＳ対インパルス（学生チーム）の試合が始まりました。試合
は１５対５で０６ＢＵＬＬＳが勝利しました。
　今日、宝塚医療大学の医療チームからアニールにマッサージについて
のアドバイスをいただきました。今後は、野球の技術だけでなく、体の
ケアについても学ぶことが必要だと感じました。

（９月９日）
　今日、私たちは０６ＢＵＬＬＳの選手たちも参加している小阪商店街
（東大阪市）のイベントに行きました。サッカーや野球の他、数多くの
食べ物の屋台が出ていました。多くの子どもたちがお父さんやお母さん
と一緒に来ていました。私たちはそこで２時間ぐらい過ごしました。
ネパールでもグラウンドが完成したら、そこで地域の人たちと何かイベ
ントができたらいいなと思います。

（９月２６日）
　私、アニール、マン・クマルの３人
は「スラッガーズ・スタジオ」（室内
練習場）に行き、０６ＢＵＬＬＳの選
手たちと約３時間練習しました。練習
は１時ごろに終わりました。今日の練
習はいつもとは違っていました。この
ような室内練習に来たのは初めてでし
たし、雨の日でも工夫次第で練習がで
きることを学びました。

帰国後の様子

サンロード小阪商店街

スラッガーズ・スタジオ

　３ヶ月間の研修を終えてネパール
に帰国した代表選手たちは、帰国後
間も無く子どもたちを対象にした野
球教室を開催いたしました。日本で
学んだことを活かし、ネパール野球
の発展のため頑張っています。



　２０１７年８月２３日から１１月１９日まで、ネパール代表選手２名が来日し、関西の独立
リーグ、ベースボール・ファースト・リーグの球団、０６ＢＵＬＬＳ（ゼロロクブルズ）の
練習生となるなど、約３ヶ月に渡り野球の研修を行いました。また、野球の技術のみではなく、
ネパールにおけるグラウンド建設に向けて、野球の施設についても知識を深めました。

来日した選手の紹介

マン・クマル・マル

投手・外野手、２２歳
左投右打

　ネパール国軍所属。２０１７年
のＢＦＡ西アジア野球大会で国際
大会に初出場。大会ではパキスタ
ン戦、スリランカ戦に登板。強豪
相手に好投を見せた。

アニール・パリヤー

捕手、２７歳
右投右打

　ポカラ・ベースボール・クラブ
所属。ネパール野球の活動初期か
らプレーしている選手。
　ネパールが出場した３回の国際
大会に全て出場。代表チームでは
四番打者を務める。

ネパール代表選手来日

選手の感想

　私は今回が２回目の来日でしたが、素晴らしい人たちの中で、野球について多
くのことを学びました。指導していただいた村上監督に感謝いたします。
　私は大変多くのことを学びました。ネパールに帰ってからは、私がこの３ヶ月
間で得たものをみんなに教えていきたいと思います。
　皆さん、ありがとうございました。

　私は初めての来日でした。ラリグラスの会が
私をサポートしていただいたことを大変嬉しく
思います。
　そして、村上監督やコーチのご指導に感謝い
たします。皆様、ありがとうございました。

　アニール・パリヤー

　マン・クマル・マル

06BULLS（ゼロロクブルズ）

　アニール・パリヤー選手とマン・クマル・マル選手が練習に参加した
０６ＢＵＬＬＳは、大阪府東大阪市をホームタウンとする独立リーグの
球団で、「東大阪から頂点へ」をスローガンに、地域に根ざした球団を
目指しています。監督は元近鉄バファローズの村上隆行氏です。
　２０１２年にイッソー・タパ選手が０６ＢＵＬＬＳでプレーしたこと
が切っ掛けとなり、当会の活動にもご協力いただいております。

６

ネパール野球の役員来日

　２０１７年１１月８日から約１週間に渡り、ネパール野球ソフトボール協会（ＮＢＳＡ）の事
務局長ら２名が来日し、様々な活動を行いました。
　ネパールで野球がより発展し自立するためには、ネパールの野球関係者が野球に対する見識を
深めることが大切ですが、ネパール国内では野球について深く学ぶことが難しいのが現状です。
そのため、当会は最近では日本から指導員を送るよりネパールから選手や指導者が「野球大国」
と言われる日本に来て野球を学ぶことに重点を置いており、今回の来日もその一環となります。
　以下、来日した役員らの日本滞在中の活動についてご紹介いたします。

　来日した両氏は滞在中、京セラドームで社会人野球日本選手権を観戦したほか、０６ＢＵＬＬＳやグラ
ブ工房を訪れるなどいたしました。また、東京にも赴き、全日本野球連盟やネパール人学校を表敬訪問す
るとともに、「南アジア交流野球教室２０１７」（１３ページ参照）にも参加いたしました。

来日した役員の紹介
ディパック・ネウパネ氏
　（ネパール野球ソフトボール協会 事務局長）

＊ネパール野球ソフトボール協会は、ネパール政府に
認めらたネパールにおける唯一の野球統括団体です。

ケシャブ・タパ氏
（ラリトプール・ベースボール・クラブ代表者）

＊ラリトプール・ベースボール・クラブは、２０１7年に
ラリトプールで設立されたクラブチームです。

来日した役員の感想

活動の様子

　６日間、日本で野球の事をいろ
いろと勉強できました。ネパール
に帰ってからもステップアップで
きるように頑張ります。

ディパック・ネウパネ

　日本では綺麗な球場で試合を観
たり、０６ＢＵＬＬＳの練習に
行ったりいろんな事を学びまし
た。ネパールに持ち帰っていろい
ろな仕事に活かしたいです。

ケシャブ・タパ

ディパック・ネウパネ氏（右）
ケシャブ・タパ氏（左）

京セラドーム大阪で試合観戦 全日本野球協会を訪問

11

ネパール人学校を訪問

グローブ工房を訪問履正社の女子野球部を訪問06BULLSを訪問
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第２回世界野球ソフトボール連盟総会

　２０１７年１０月１２日から１４日まで３日間にわたり、ボツワナのハボローネで世界野球ソ
フトボール連盟（以下、ＷＢＳＣ）の総会が開催されました。ネパールからはネパール野球ソフ
トボール協会（ＮＢＳＡ）のプラディープ・カトリ副会長、ディパック・ネウパネ事務局長およ
び当会の小林洋平、鈴木秀利が参加いたしました。

総会の概要

■開催日：２０１７年１０月１２日から１０月１４日
■会場：ハボローネ国際コンベンションセンター
■内容
　ソフトボール部門、野球部門、ＷＢＳＣ全体それぞれ
の理事会や総会など様々な会議が開催されました。

総会の様子

　会長にはリカルド・フラッカリ氏が再選されました。また、野球
部門の総会では、全日本野球協会の山田博子常務理事が理事に選出
され、野球部門で初の女性理事となりました。また、今回の総会で
はコンゴ、タンザニアなどの新規加盟が承認されました。

ネパール代表団

役員席

加盟証明書 リカルド・フラッカリ会長（左）

ハボローネ国際コンベンションセンター

スポンサー、講演依頼募集中

　当会では、グラウンドを整備するためのスポンサー様を幅広く募集いたし
ております。また、当会の活動やグラウンド整備構想に関する講演の依頼も
承っております。詳しくは、当会までお問い合せください。

■会費、寄付金お振込先　
【銀行】三菱東京ＵＦＪ銀行　城東支店　普通口座 0187650
【郵便振替】口座番号 00950-8-165088
　　　　ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会

（問い合せ先）info@nepalbaseball.net

　このような状況の中、ネパール側の熱意にも押され、私たちは「今こ
そ、グラウンド建設を進めるべき」と考えるに至りました。そして、野
球のみならず他のスポーツや災害時の避難所としても使える多目的なグ
ラウンド建設を目指してネパール側と協議を始め、改めて建設地の決
定、建設費の見積もりなどを行ってまいりました。しかしながら、現地
には野球のグラウンドについて知識を持っている者がおりません。そこ
で当会の活動初期からの選手でポカラ・ベースボール・クラブの代表者
であるナワラジ・ブジェル氏が本年８月下旬に来日、約３ヶ月に渡って
日本に滞在し、実際に野球場を見るなどしてグラウンドに対する見識を
深めました。ナワラジ・ブジェル氏が日本で学んだ内容は、今後のグラ
ウンド建設において大いに役立つこととなり、同氏は帰国後も本計画の
中心人物として計画実現に向けて邁進しております。
　以上のような長年の経過を経緯を経て、今般のポカ
ラにおけるグラウンド建設計画は、その実現へ向けて
具体的に動き出すことになりました。動き出したグラ
ウンド建設ではありますが、グラウンド建設のために
は多くの皆様のご支援が不可欠です。ネパール野球最
大の夢、またネパール野球の自立への第一歩となるグ
ラウンド建設に対しまして、できる限り多くの方にご
協力いただきたいと考えております。建設資金募金の
目標金額は１０００万円としております。皆様のご支
援を重ねてお願い申し上げます。

建設予定地の現状と完成後の展望

　左の写真は建設予定地のバルバドラ・セカンダリ・スクールの周辺を上空から写したものです。１は現
在のグラウンド、２は農地、３は校舎と校庭で、全て学校の敷地です。また、現在のグラウンドの状態は
中央の写真のようになっています。現在のグラウンドだけでは十分な広さが無いので、農地もグラウンド
に転用いたします。右の写真が農地の現在の状態です。
　グラウンドが完成すれば、そのグラウンドを拠点として、選手の技術向上、野球大会の開催、国外指導
者の招聘など、活動の幅が広がり、野球のみならず、ネパールのスポーツの発展につなげることができ、
地域住民の健康増進にも寄与できると考えられます。また、災害時には避難場所として活用いたします。
さらには、２０２１年７月にはグラウンド近郊に新しい国際空港が完成予定です。そうなれば、観光客が
増えると同時に国際大会が開催できる可能性もございます。

ナワラジ・ブジェル氏来日（2017年）

学校関係者との協議（2017年）

５

ナワラジ・ブジェル氏
（1999年当時）

目標１,０００万円
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南アジア交流野球教室2017

　２０１７年１１月１１日に東京の板橋区立舟渡小学校においてネパール代表チーム主将のイッ
ソー・タパ氏やスリランカ出身の国際審判員であるスジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏などを指導
者とした「南アジア交流野球教室2017」を開催いたしました。この野球教室は当会が毎年この時
期に行っている子どもたちを対象とした野球教室で、今回で３回目となります。
　今回は、０６ＢＵＬＬＳで研修中のネパール代表選手やネパール野球ソフトボール協会の役員
らも参加したほか、来日中であったパキスタン野球連盟の副会長も来場いたしました。
　以下、野球教室の概要と当日の活動の様子について、ご紹介いたします。

イベント概要

■開催日：2017年11月11日（土）
■会場：東京都板橋区立舟渡小学校
■講師
　イッソー・タパ氏
　スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏
　当会スタッフ、ナインフォース選手
　その他
■内容
　開会式・オリエンテーション
　準備運動、ランニング、
　キャッチボール、
　審判講習会、
　ボールを使ったゲーム、走塁、
　閉会式

　この野球教室には早稲田大学の本間信治氏（写真）に大変ご尽力いただいております。閉
会式の挨拶で本間氏はスリランカについて「第二次世界大戦後、日本が分割統治されそうに
なったとき、スリランカの大統領が『新たな憎しみを作るような決定には反対だ、日本を二
つに分けてはならない』と演説し、日本は分割されずに済みました」との逸話を披露し、日
本がスリランカに大恩があることを紹介されました。

11月24日 奈良日日新聞

計画の背景、これまでの経緯

　私たちは１９９９年９月８日、ネパールの
ポカラで活動を始めました。当時、ネパール
では野球が全く知られておらず、「これが
ボールです」といった道具の説明から活動を
始めました。以来、理念は「協働」、オリン
ピック出場といった夢も抱きながら、ネパー
ルとの交流を続けてまいりました。そして、
長年に渡る活動の中で、野球はネパールでも
徐々に広がっていきました。

のグラウンドや農地の空き地等で野球を行っていますが、狭く凸凹で囲
いも無く、人や牛が通るなど、安心して野球ができる環境ではありませ
ん。ネパールにはグラウンドに適した広い土地が少なく、子どもたちが
安心して遊べる場所が少ないことがネパールにおいて野球を含めたス
ポーツが発展しない理由のひとつともなっています。

　そんな中、２０１２年に現地ではグラウンド建設の機運が盛り上が
り、費用の見積もりも行われました。しかしながら、私たちはそれを時
期尚早と考えるとともに、当時はバルバドラ・セカンダリ・スクールの
グラウンドが、建設が予定されているポカラの新空港の滑走路の用地と
なる可能性もあったため、グラウンドの建設には至りませんでした。

　一度は見送ったグラウンド建設計画でしたが、２００８年の北京を最
後にオリンピックの正式種目から外れていた野球が２０２０年の東京オ
リンピックで復活することが決まったことでオリンピックへの熱意が再
び高まり、グラウンド建設を望む声も強くなっていきました。そして２
０２０年の東京オリンピックを題材として２０１６年１０月に始まった
ＮＨＫ-ＢＳ１の新番組「世界はTokyoをめざす！」の第１回目でネパー
ル野球が取り上げられ、その中でも現地の野球関係者がグラウンドの建
設を熱望していることが紹介されました。さらには、２０１５年に発生
した大地震がその思いに拍車を掛けました。グラウンドが有れば、そこ
を災害発生時の避難場所として確保でき、安心感が生まれるという考え
です。

　その活動の原点となっているのが、バルバドラ・セカン
ダリ・スクールのグラウンドです。長年に渡る活動の間、
ここで何百人もの子どもたちが野球をし、ネパール初のプ
ロ野球選手やネパール代表選手が生まれるとともに、多く
の日本人がこの地を訪れ、野球交流を行なってまいりまし
た。また、２００９年には、ネパール野球ソフトボール協
会（ＮＢＳＡ）が設立され、ネパール野球も新たな発展の
段階へと入っていきました。

　２００２年には、当時、ラリグラスの会から指導員として派遣されていた
園田健弥とナワラジ・ブジェル氏を含めた選手たちが手作りでネパール語の
ルールブックを作成しました。ルールブックの中にはグラウンドのイラスト
も描かれており、彼らは「ネパールにも野球好きの人が増えて、いつかこん
なグラウンドが出来たらいいな」と話をしていたものでした。

　今般のグラウンド建設には、ネパール野球の活動が始まった当初からの関係者の思いが込めら
れています。ここで、今般のグラウンド建設を進めるに至った長年の経緯や背景についてご紹介
いたします。

2012年の見積書

投手イッソー・タパ（2003年）

「世界はTokyoをめざす！」(2016年）

第１回南アジア野球大会（2011年）

ルールブック（2002年）

1999年9月8日 活動開始 スコアボード（2004年）

　しかし、ネパール野球が発展する上で
常に妨げとなっていたのは、グラウンド
の問題でした。現在、ネパールでは学校

NBSA

４
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選手・マネージャー・スタッフ募集中

　日本野球連盟（ＪＡＢＡ）への加盟に向けて、ナインフォースはメンバーの
増員が必要です。硬式野球が好き、プレーしたい、携わってみたい、挑戦した
いという思いを持ち、チームコンセンプトに合う人であれば、男女・年齢・経
験は問いません。新しい概念での野球活動をモットーにしているので、「厳し
そう」、「レベル高そう」というイメージは一旦置いてください。選手だけで
はなく、マネージャーや指導者等のスタッフも募集しています。

　興味のある方、是非ご連絡お待ちしております。

■ホームページ：https://www.9force.net/

■メール：baseball@9force.net

社会人硬式野球チーム Nine Force

今年を振り返り

紀南ベースボールフェスの結果

ポスター設置店一覧

　今年もナインフォースは積極的に野球活動、野球普及活動、国際交流活動を行いま
した結果、当チームの認知度は大幅に向上しました。それにより、幅広い年齢層から
硬式野球をしたい、挑戦したいメンバーが入団し、選手数も増加しました。
　しかしながら、今年は野球環境の変化により、試合数が少なくなり、また、10月に
は本拠地である山添村健民グランドの一部が崩落し、練習ができなくなるなど、厳し
い活動の年でもありました。
　ナインフォースは、このような逆境に負けることなく、今後も粘り強く活動を続け
てまいります。応援をよろしくお願いいたします。

監督・藤森稔人

　１０月９日、和歌山県田辺市の田辺スポーツ野球場で第４回紀南ベースボール

フェスティバルに参戦してきました。
 　昨年準優勝の肩書きを引っ提げて、昨年決勝で７対５で負けた独立リーグの
チームと初戦で激突しましたが、相手もパワーアップしてきたのか、久々の大会
の試合でこちらが緊張していたのか、波に乗れず、敗戦となりました。敗戦の要
因は明確でしたが、最近急にメンバーが増え始め、チームとして形になってきた
のは嬉しいことです。
　メンバーが増えてきたことで、今後の練習内容にも活動全体として変化が出て
きました。引続き活動を行っていきます。

　本拠地であるフォレストパーク神野山・健民運動
場（奈良県山添村）のグラウンドのすぐ近くにある
お食事処 「映山紅」さまや、スーパースポーツゼビ
オ奈良店（奈良市）など、奈良県内をはじめ、大阪
府、京都府、三重県で部員募集ポスターを掲示いた
だいております。
　皆さまからのご協力、ご支援をいただきましたこ
とに、改めてお礼申し上げます。

　当会は奈良県山添村を本拠地として活動している社会人硬式野球チーム「Nine
Force （ナインフォース）」の運営母体となっております。以下、ナインフォー
スの活動についてご報告いたします。

　現在、グラウンド建設のための協賛企
業・スポンサー様を募集いたしておりま
す。ご協力いただいた企業・スポンサー
様には、ご協力いただいた旨を証明すべ
く、グラウンドの施設内にお名前を明記
させていただきます。なお、次ページで
これまでの経緯をご説明しております。

ご協力者様募集

■お振込先　
【銀行】三菱東京ＵＦＪ銀行　城東支店　普通口座 0187650
【郵便振替】口座番号 00950-8-165088
　　　　ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会
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目標１,０００万円

参加者の感想

　これまでの長年に渡る活動
に対し感謝します。ここにグ
ラウンドを建設して、たくさ
んの子どもたちが遊べる場所
にしたいと思います。そし
て、将来はここがポカラの有
名な場所になって多くの人に
足を運んでいただきたいと思
います。

ブッダ・バハドゥール・カリキ氏
（学校運営委員会長）

　ここバルバドラ・セカンダ
リ・スクールでネパール初と
なる野球グラウンドの建設計
画が進められることとなり、
大変わくわくしています。私
たちも活動が長く続くよう、
サポートしていきたいと思い
ます。

ボハラ・ナト・パウデル氏
（校長）

イッソー・タパ氏
（ネパール野球ラリグラスの会）

ナワラジ・ブジェル氏
（ポカラ・ベースボール・クラブ代表）

　これまでの支援に感謝いた
します。私は１９９９年から
野球に携わってきて、野球か
ら多くの事を学びました。長
年の夢であるグラウンドを作
ることで、より多くの子ども
たちも学ぶことができると思
います。

　今まで多くのサポートをし
ていただいてありがとうござ
います。ぜひとも新しいグラ
ウンドで練習してオリンピッ
クの予選に出たいです。そし
て、ネパールの野球やスポー
ツの発展のためにここを生か
していきたいと思います。



選手紹介
　ここで、ナインフォースの選手うち２名の選手をご紹介します。

８ 曽我部 泰輔

　曽我部選手は、これまでの硬式野球経験や実績
が十分あるとは言えない野球人生を送ってます。
それ故、野球が好きで諦めることができず、再び
硬式野球ができる場を求め、ナインフォースに入
団しました。
　夜勤の仕事もある中、終わってから、また仕事
前にも調整して練習や試合に参加し、練習がない
日でもバッティングセンターや他のメンバーに声
を掛け、自主練習を行うほどの野球人間。
　しかしながら、野球の経験不足で基本が確立し
ておらず、そのような状態で全体練習を続けて
も、彼の努力が実らないと判断したチームの方針
で守備、打撃ともそれぞれ1つのテーマを徹底させ
ることにしました。地味なものではありました
が、彼はそれを理解し、毎回の練習で繰り返し、
他のメンバーもサポート。
　20歳代後半に差し掛かり、この年で成長を見せ
てくれるのもなかなか珍しいです。彼には現状に
満足せず、更にレベルアップをしてもらい、チー
ムに貢献してもらいたいと思います。

【出身】大阪府
【年齢】27歳
【守備】内野手
【投打】右投左打
【出身校】
【好きな選手】礒部公一
　　　　　（元近鉄→楽天）

１ 平松 龍矢

 「チーム随一の野球人」と言われる平松選手。その
所以は、チームで唯一野球をベースに生活をしてい
るところにあります。野球の実力は言うまでもな
く、その取り組み姿勢は模範的！練習や試合では他
の選手を引っ張り、的確な指示、アドバイスを行っ
てくれます。それは野球のプレーだけでなく、ミー
ティングやグランド整備、チーム運営などにもその
力を発揮してくれており、幹部も大変助かっていま
すし、他の選手からの信頼も厚いです。
　そんな彼の特筆すべきことは、海外でのプレー経
験があること。これまで２回、アメリカのウィン
ターリーグに参加し、また昨年からはオーストラリ
アに野球、生活の拠点を移し、現地のクラブチーム
「マンリーイーグルス」でプレーしています。オー
ストラリアに特に大きな繋がりがあるわけではな
く、彼は自力で現地のチームと連絡を取り、現地で
職も見つけるというアクティブな人間です。慣れぬ
海外の地で海外文化、環境の中、外国人に混ざって
野球をしてきた経験は、彼のこれまでの考えを大き
く変え、それをナインフォースの選手にも伝えてく
れました。
　チームとして、まずは無事に過ごすこと、そして
野球を大いに学んでくることを伝え、彼を送り出し
ました。そして、成長した彼の復帰を心待ちにして
おります。

【出身】大阪府  
【年齢】27歳
【守備】内野手
【投打】右投右打
【出身校】柏原東高校—履正社
医療スポーツ専門学校
【好きな選手】川崎宗則
　　　　　　（ソフトバンク）
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役職変更

　ナインフォースでは2017年９月より、下記の通り役職の変更を行いましたのでご案内申し上げます。

【選手兼任コーチ】山脇佑介

昭和63年４月14日生まれ。
兵庫県立明石城西高校、大阪市立
大学を経て平成23年２月よりチー
ムに所属。24年より主将を務め
る。ラリグラスの会理事。29歳。

【主将】安田涼佑

平成７年３月３日生まれ。
石見智翠館高校、大阪商業大学
を経て29年２月よりチームに
所属。22歳。

　「この度選手兼任コーチに就任しました山脇で
す。コーチとして指導するのはもちろんのこと、選
手らの力を最大限に発揮できる環境作りや、連盟加
盟に向けての運営面強化にも努めていきます。ご支
援ご声援の程、宜しくお願い致します」

　「ナインフォースの主将に就任しました安田で
す。まだまだ未熟なチームですが、技術面、体力面
すべてを鍛え上げ、クラブ選手権出場できるように
チームを引っ張っていき、貢献していきます。ご声
援よろしくお願い致します」

グラウンド建設委員会

　起工式に先立ち、バルバドラ・セカンダリ・スクール、地域住民、ポカラ
市の地域担当者、および当会の代表者が一堂に会し、グラウンド建設計画へ
の合意形成のための会議が行われました。

■開催日　２０１７年１２月１２日
■出席者
【学校運営委員長】Bodh Bahadur Karki
【学校運営委員】Prem Bahadur Karki、Ramesh Tirpathi、Umnath Dahal、
　　 Dilkumari Subedi、Sita G.C、Dilmaya Hamal Thapa、

Narayen Prasad Bhandari
【校長】Bhola Nath Paudel
【教務主任】Khadka Bahadur Biswokarma
【建設業者】Prem Bahadur Karki
【ネパール野球ラリグラスの会】小林洋平、鈴木秀利、Iswor Thapa
【元校長】Thanesor Pokharel、J.B Kuwar、Chetra Bahadur Kuwar、
　　　　　Rames G.C、Bain Bahadur Gurung
【選手】Nawaraj Bhujel、Anil Pariyar
■内容
　以下の内容について合意がなされ、建設に向けて動き出すこととなりました。
　　- グラウンド建設の背景、目的、期待される効果。
　　- 建設場所はバルバドラ・セカンダリ・スクールの敷地。農地はグラウンドに転用。
　　- 建設費の見積もり額は約1400万円、30％はネパール側が負担する。
　　- グラウンドは地域住民のためのものとし、バルバドラ・セカンダリ・スクール関係者以外も使用できる。
　　- ネパール側と日本側が相互に協力して計画を進める。

２

起工式
　２０１７年１２月１２日１２時１２分より建設予定地であるバルバドラ・
セカンダリ・スクールのグラウンドにおいて起工式が行われました。起工式
では関係者が見守る中、ブルドーザーが地面を掘り返すデモンストレーショ
ンが行われました。

＊改めて現地の関係者と業者との協議の上、詳細が決定してからの着工となります
ので、現時点では着工してはおりません。

合意書

グラウンド建設
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ご挨拶

ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会　理事長

　平素はネパール野球ラリグラスの会に温かいご支援を賜りましてありがとうご
ざいます。「ラリグラス通信２０１７年度号」を発行するにあたり、一言ご挨拶
を申し上げます。

　さて、今回のラリグラス通信では、ネパールでのグラウンド建設について詳し
くご報告させていただいております。既にご案内のとおり、現在ネパールではグ
ラウンド建設に向けて動いております。当会は１９９９年の活動開始以来、１９
年に渡りネパールとの野球交流活動を続けてまいりましたが、その中で、グラウ
ンドの問題はネパール野球発展の妨げとして常に課題となっており、グラウンド
建設はネパールの野球関係者にとって長年の夢でもありました。そして現在、そ
の夢の実現へ第一歩を踏み出したところでございます。

　去る１２月１２日には、グラウンド建設に向けて、建設予定地であるバルバドラ・セカンダリ・スクール
で、当会スタッフ、学校運営委員会、地域住民の代表者ら関係者が一堂に介した会議が開催され、グラウン
ド建設に向けての合意形成がなされました。そして、会議の後には建設予定地で起工式が行われ、ブルドー
ザーが地面を掘る実演も行われました。思えば、今般のグラウンド建設を計画するに至るまでには、当会が
活動を始めてからの長い経緯がございました。活動当初からの経緯につきましては、本編に詳しく掲載して
おりますので、そちらをご覧ください。

　今般のグラウンド建設を進めるにあたり、様々な準備をしておりますが、その一環として８月下旬からネ
パール側の中心人物でポカラ・ベースボール・クラブの代表者であるナワラジ・ブジェル氏が来日し、グラ
ウンドに関する勉強をいたしました。帰国後、同氏は現地の関係者と協議を重ね、計画実現にに向けて邁進
しております。また、同氏とともに、ネパール代表選手２名が来日し、野球の研修を行いました。彼らの日
本滞在中お世話になった皆様に改めてお礼申し上げます。
　
　最後に、常に申し述べていることではございますが、当会の活動理念は一方的な支援ではなく共に成長す
る「協働」です。今般のグラウンド建設計画に関しましても、現地の人たちと一緒になって計画を進め、現
地の人たちの支えとなるよう活動してまいります。本編でも触れておりますが、おかげさまで、昨今のネ
パール野球では、ネパール人自身の中にネパール野球を良くしたいと考える者が増え、ネパール野球の自立
に向けた姿が見えつつあります。

　グラウンド建設には多くの皆様のご支援が不可欠です。当会ではグラウンド建設にご協力いただける皆様
を募集しております。建設資金募金の目標金額は１０００万円とさせていただいており、何卒多くの方にご
協力いただき、グラウンド建設を実現させたいと考えております。本来なら、お一人お一人にお願いに上が
るところではありますが、この場を借りて、皆様のお力添えを賜りたく存じます。今後とも皆様のご支援を
何卒よろしくお願い申し上げます。
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野球道具のご寄付
但し、バット、衣類・靴類のご寄付は
新品に限りお受けしております。

講演のご依頼

１月までの予定は決まっておりますので、
２月以降の日程でご検討ください。

　ネパールでのグラウンド建設
ネパールではグラウンド建設が強く望まれて
います。何卒ご支援をお願いいたします。

　　ネパール野球を
応援していただける
方を広く募集いたし
ております。

　お知り合い・ご友
人の方々にもネパー
ル野球をご紹介いた
だけるとありがたい
です。

会員・スポンサー募集中

当会はの活動は会費、寄付金で
成り立っております。

■会費、寄付金お振込先　
【郵便振替】口座番号 00950-8-165088
【銀行】三菱東京ＵＦＪ銀行　城東支店　普通口座 0187650
　　　　ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会

当会ではFacebookページを運用しております。
Facebookページを通じて当会の活動に関する
情報をタイムリーにお知らせいたします。


