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Japan - Nepal Baseball Exchange Program 2014

主催：ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会
共催：一般財団法人 全日本野球協会
後援：

在日本ネパール大使館、在大阪ネパール名誉総領事館、
大阪府、大阪府教育委員会、東大阪市、東大阪市教育委員会、
長野県、長野県教育委員会、松本市、松本市教育委員会、駒ヶ根市、駒ヶ根市教育委員会、
信濃グランセローズ、０６ＢＵＬＬＳ、プール学院大学





　当会、「ネパール野球ラリグラスの会」は、ネパールでの野球普及活動を行っているＮＰＯ法人で
あり、1999年よりネパールにおいて野球を通した国際交流活動を続けております。
　当会の活動理念は「協働」です。そして「野球から広がる笑顔の輪」を合言葉に、長年に渡り野球
を通した交流活動を続けてまいりました。そんな中、2009年にはイッソー・タパ氏（当時２２歳）を
日本に招き、同氏が日本の野球を体験いたしました。その後、イッソー・タパ氏はネパール人初のプ
ロ野球選手として、２年間に渡り関西独立リーグにおいてプレーいたしました。そして、現在ではネ
パールにおいて野球指導者として活躍しています。
　また、2011年にはパキスタンで第１回南アジア野球大会が開催され、ネパールも野球の国家代表
チームを結成し、初の国際野球大会出場を果たしました。
　しかしながら、ネパールにおいては野球をするための環境は整っておらず、国家代表選手といえど
も、技術的に高度な野球に触れ、野球に関する技術や知識を得ることは困難です。
　このような状況に鑑み、かつてイッソー・タパ氏が行なったように、ネパールの選手たち、特に子
どもたちに、いわゆる「野球先進国」である日本の野球を見聞してもらうことは、ネパール野球発展
に大いに貢献するものと考え、今回のプログラムを開催することといたしました。

Our organization “Nepal Baseball Club Laligurans” is a NPO which is promoting baseball in Nepal. 
We are continuing the international exchange activity through baseball in Nepal since 1999.

The philosophy of the organization is “collaboration”. And with the keyword “Smile spread from 
baseball”, we have been continuing the exchanging activity through baseball for a long time. In the 
activities, in 1999, we invited Mr. Iswor Thapa to Japan and he experienced baseball in Japan. 
Afterwards, he became the frst Nepali professional baseball player and played for Kansai Independent 
Baseball League for two years. At present, he is active as a coach in Nepal.

On the other hand, in 2011, the frst South Asia baseball championship was held in Pakistan. Then 
Nepal also organized national team and accomplished the frst participation in a international baseball 
tournament.

However, the environment for playing baseball is not enough, even if for the national representative 
players, it is diffcult to touch technically high level baseball and improve skill and knowledge of 
baseball.

In view of this situation,we thought that just like Iswor Thapa has done in the past, Nepali players, 
especially child players experience baseball in “baseball developed country” Japan will contribute to 
the development of baseball in Nepal. So we decided to hold this program. 
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始めに / Introduction



● Nepali players experience baseball in Japan, and 
improve their skill and knowledge of baseball.

● The organizations concerned establish the friendship 
between Nepal.

● To contribute to the development of baseball in Nepal.

● To provide the opportunity for many people to think 
about international exchange or social contribution 
through baseball.

● To make an appeal for returning of baseball to the 
Olympic Games.

 ネパール選手団に日本の野球を体験してもらい、彼
らの野球に関する技術・知識を向上させる。

 各関係団体において、ネパールとの友好関係を構築
する。

 ネパールの野球発展に貢献する。

 多くの人が、野球を通した国際交流や社会貢献につ
いて考えるための切っ掛け作りをする。

 オリンヒック野球競技復活へ向けてアヒールする。

目的 / Purpose
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　１５歳以下を中心とするネパールの野球選
手団を日本に招き、日本の野球を体験しても
らうとともに、日本とネパールの野球者関係
者の友好関係構築のための契機とする。

１．企画概要

Invite the Nepali baseball team which is mainly 
organized with under 15 years old players and let 
them experience baseball in Japan and do exchange 
activities. Additionally, make the opportunity to 
establish friendship between the persons concerned 
with baseball in Japan and Nepal.

２．主催

ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会  NPO Nepal Baseball Club Laligurans  

３．共催

一般財団法人 全日本野球協会 General Incorporated Foundation 
Baseball  Federation of Japan  

４．後援

在日本ネパール大使館、在大阪ネパール名誉総領事館、
大阪府、大阪府教育委員会、
東大阪市、東大阪市教育委員会、
長野県、長野県教育委員会、
松本市、松本市教育委員会、
駒ヶ根市、駒ヶ根市教育委員会、
信濃グランセローズ、０６ＢＵＬＬＳ、プール学院大学

＊松本市はカトマンズの、駒ヶ根市はポカラの姉妹都市
であります。

Embassy of Nepal in Japan,   Consulate of Nepal in Osaka,
Osaka Prefecture,      Osaka Prefecture Board of Education, 
Higashiosaka City,    Higashiosaka City Board of Education, 
Nagano Prefecture,   Nagano Prefecture Board of Education, 
Matsumoto City,       Matsumoto City Board of Education, 
Komagane City,        Komagane City Board of Education, 
Shinano Grandserows,  06BULLS, Poole Gakuin University

*Matsumoto is the sister city of Kathmandu, and Komagane 
is the sister city of Pokhara.

５．協力 （８月１日現在）

大阪経済法科大学、赤穂中学校（駒ヶ根）、
東中学校（駒ヶ根）、信明中学校（松本）、
ポカラダイニング、カトマンズ南浅間店、
東北楽天ゴールデンイーグルス、
縄手南中学校（東大阪）、ホテルセイリュウ、
東大阪バーチャルシティ、ドリーム東大阪店、
一般社団法人日本女子プロ野球機構、
バット工房「匠」、大阪交野リトルシニア、
世界に球音を響かせる会、株式会社ひとつながり、
ゴルカバザール、日本ポニーベースボール協会

Osaka University of Economics and Low,  
Akaho JHS (Komagane), Higashi JHS (Komagane), 
Shinmei JHS (Matsumoto), Pokhara Dining, 
Kathmandu Minami Asama, 
Tohoku Rakuten Golden Eagles, 
Nawate Minami JHS (Higashiosaka), Hotel Seiryu, 
Japan Women's Baseball League, 
Bat Factory “Takumi”, Osaka Katano Little Senior 
baseball club, Sekai ni Kyuon wo Hibikaseru Kai,  
Hitotsunagari Co LTD, Gorkha Bazar, 
Japan Pony Baseball Association

(JHS = Junior Hight School) 

1. Outline of the plan

2. Organizer

3. Co-Organizer

4. Support

5. Cooperator （As of Aug 1）



日付 
Date

内容 Activity

Aug 21
(Thu)

・選手団関空着 ・Arrive at Kansai Airport

Aug 22
(Fri)

・プール学院大学表敬訪問

・女子プロ野球のイベント参加、試合観戦
  （わかさスタジアム京都）

・Visit Poole Gakuin University
・Event and game of Women Professional 
Baseball League (Wakasa Stadium Kyoto)

Aug 23
(Sat)

・駒ヶ根市へ移動

・駒ヶ根市の中学生と親善試合
  （駒ヶ根市営運動場）

・天竜かっぱ祭り、花火大会

・Move to Komagane City
・Friendship game with the junior high school 
students in Komagane (Komagane City Ground)

・Tenryu Kappa Festival, freworks display

Aug 24
(Sun)

・諏訪市へ移動

・信濃グランセローズによる野球教室

・信濃グランセローズの試合観戦
  （諏訪湖スタジアム）

・Move to Suwa City

・Baseball Clinic by Shinano Grandserows

・Watch the game of Shinano Grandserows
  (Lake Suwa Stadium)

Aug 25
(Mon)

・松本市へ移動

・松本市立信明中学校訪問、交流会

・仙台へ移動

・Move to Matsumoto City

・Visit Shimei Junior High School, exchanging 
activity

・Move to Sendai

Aug 26
(Tue)

・震災被災地訪問

・東北楽天ゴールデンイーグルス訪問

・試合観戦（コボスタ宮城）

・Visit stricken area of earthquake

・Visit Tohoku Rakuten Golden Eagles

・Watch the game (Kobo Stadium Miyagi)

Aug 27
(Wed)

・東京へ移動

・プロ野球の練習見学、試合観戦
  （東京ドーム）

・Move to Tokyo

・Watch the practice of professional baseball 
team, watch the game (Tokyo Dome)

Aug 28
(Thu)

・関西へ移動

・バット工場見学（奈良）

・Move to Kansai

・Visit bat factry (Nara)

Aug 29
(Fri)

・東大阪市の中学生と親善試合
　（花園セントラルスタジアム、審判にス
リランカ出身の国際審判員スジーワ氏）

・BFL教育リーグの試合観戦

　（イッソー・タパ登板）

・Friendship match with the high school 
students in Higashiosaka  (Hanazono Central 
Stadium, The international umpire from Sri 
Lanka, Sujeewa will judge.)

・Watch the game BFL Educational League 
(Iswor Thapa will pitch.)

Aug 30
(Sat)

・大阪観光

・ネパール野球交流会
 （東大阪市・ホテルセイリュウ）

・Sightseeing in Osaka

・Nepal baseball exchange party 
    (Hotel Seiryu, Higashiosaka)

Aug 31
(Sun)

・選手団関空発 ・Depart from Japan

日程概要
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新潟県上越市北城町4-17-5 ＮＳビル２Ｆ
TEL：025-523-2125　FAX：025-523-2121

OFAフュージョンズは
ネパール野球を応援しています。

事務系・制御系を問わず、情報サービスに関わる
様々なシステム構築のことならお任せ下さい。



「日本・ネパール野球交流プログラム2014」を開催することができますことを、主催者として心より感
謝申し上げます。プログラムを通して日本とネパールの親善の輪が広がることを願っております。
野球が知られていない国ネパールで、「これがボールです。」という道具の説明から活動を始めて１
５年が経ちました。今では野球人口が３００人以上に増え、活動を始めたポカラ市以外の地域でも少し
ずつ野球の輪が広がりつつあります。しかし、野球がネパールに根付いたかと問われると決してそうで
はありません。まだ、ごく一部の地域にしか伝わっていないのが現状です。ただし、１５年間活動を続
けてきたことで、ネパールの野球関係者の心には「ネパールに野球を広めたい。」という想いがしっか
りと根付いております。私たちはそのような想いを持った人々を増やしていくことが、野球普及やネ
パールの発展に繋がると信しております。そのためにも、約３万人の在日ネパール人や企業、団体とも
積極的に連携していきたいと考えております。
今回、ネパールから参加した子どもたちには、プログラムで生涯忘れることのない素晴らしい思い出
を作るともに、帰国後は日本で学んだこと、体験したことを仲間たちへ共有し、野球の輪を広げてくれ
ることを期待いたしております。2020年東京五輪で野球競技が復活した暁には、彼らがネパール代表の
中心となって五輪予選に出場しているかもしれません。
最後になりましたが、プログラムにご協力頂きました学校や企業各社並びにラリグラスの会の会員の

皆様など、支えてくださった全ての皆様に心から御礼申し上げます。

On behalf of the organizer, I truly appreciate that “Japan - Nepal Baseball Exchange Program 2014” 
can take place. I wish the circle of goodwill between Japan and Nepal will get wider through this 
program. 

15 years have passed since we started this activity in Nepal which is the country where baseball is not 
known. We started from the explanation of equipments, such as “This is the ball” . At present, the 
population of playing baseball increased more than 300, and the circle of baseball is spreading in the area 
out of Pokhara where we started the activity. However, if you ask that whether baseball has taken roots in 
Nepal, it can't be said so. It is known only a few area now. But because we have continued this activity for 
15 years, the mind  “I want to spread baseball in Nepal”   is strongly rooted in the persons concerned to 
baseball in Nepal. I believe increasing the person who has such a mind will connect to spreading baseball 
and development of Nepal. For this purpose, I would like to cooperate actively with about 30,000 
Nepalese people in Japan or companies and organizations. 

I expect  that the children who participated from Nepal will make unforgettable wonderful memories 
through this program, and after returning Nepal they will commonize with their friends what they learned 
and experienced in Japan, widen the circle of baseball. When baseball returned to Olympic Games in 
2020 in Tokyo, they may participate in the preliminary as the main member of Nepali representative team.

Finally, I truly express my gratitude to everyone who cooperated on this program, such as schools, 
companies, the member of Club Laligurans and so on.

ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会 理事長
President of NPO Nepal Baseball Club Laligurans

ネパール野球連盟名誉総裁
Honorary Patron of Nepal Baseball Federation

アジアカップ2013・ネパール代表監督
Field manager of Nepal representative team for Asia Baseball Cup 2013

小林 洋平
KOBAYASHI Yohei
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　「日本・ネパール野球交流プログラム2014」がこのように盛大に実施されますこと、心
よりお慶び申し上げますとともに、ネパールからいらっしゃった皆さまを心から歓迎いた
します。
　当協会は、日本のアマチュア野球界の世界への窓口として、平成２年に「全日本アマ
チュア野球連盟」として発足致しました。昨年より「一般財団法人全日本野球協会」と名
称を変え、日本プロフェッショナル野球組織とも協力しながら、各年代・カテゴリーの野
球日本代表（侍ジャパン）を組織し、国際大会へ送り出しています。また、World 
Baseball Softball Confederation（WBSC、世界野球ソフトボール連盟）の加盟団体とし
て、野球・ソフトボールのオリンヒック正式競技復帰を目指した活動を行っております。
このような立場から、野球の世界的な普及につながる本プログラムは、野球・ソフトボー
ルのオリンヒック復帰に結びつく、大変意義あるプログラムであると考えております。
　一方で、まず何よりも大切なことは、ネパールの子どもたちと日本の子どもたちが、本
プログラムを通してお互いの文化を学び、交流を深め、楽しい思い出をつくり、そしてま
すます野球を好きになってくれることです。ぜひ、本プログラムを存分に楽しんでいただ
きたいと思います。
　結びに、本プログラム実施にあたり、ご協力いただいた関係者の方々に、心からの感謝
と敬意を表しますとともに、皆さまのますますのご活躍、ご健勝を祈念しまして、ご挨拶
とさせていただきます。

I celebrate that “Japan - Nepal Baseball Exchange Program 2014” is held on such a grand scale 
and truly welcome everyone who came from Nepal.

Our association was inaugurated as “Japan Amateur Baseball Association” in 1990, as the 
window of amateur baseball in Japan to the world. Since last year, we renamed to “General 
Incorporated Foundation Baseball Federation of Japan”.  Cooperating with Japan Professional 
Baseball Organization, we are organizing the representative teams of Japan (Samurai Japan) in each 
generations and categories, and we are sending them to the international tournaments. Additionally, 
as a member organization of World Baseball Softball Confederation (WBSC), we are doing the 
activities aiming the return of baseball and softball to the Olympic Games. In this position, I think 
this program which is connected to the global promotion of baseball, will link to the return of 
baseball and softball to the Olympic Games and it is a very meaningful program. I hope they will 
fully enjoy this program.

On the other hand, what most important is Nepali children and Japanese children will learn 
mutual culture, deepen exchange, make the delightful memories, and become to like baseball, 
through this program. 

Finally, I express the gratitude and respect to the persons concerned who cooperated to this 
program, and I wish you continued success and prosperity.

一般財団法人 全日本野球協会 会長
President of 

General Incorporated Foundation Baseball Federation of Japan

八田 英二 氏
HATTA Eiji
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ネパール野球連盟会長
President of 

Nepal Baseball Federation

プラディープ・シュレスタ 氏
Pradeep Shrestha

It is my immense pleasure that Club Laligurans is 
going to invite Nepal 15 U Baseball Team under the 
"Japan – Nepal Baseball Exchange Program 2014" on 
August 2014. I would like to congratulate you and your 
institution for your efforts to promote baseball in Nepal.

Nepal Baseball Federation (NBF) is tirelessly putting 
it's efforts to the development and promotion of baseball 
in Nepal. Now, baseball game is being popularized in 
Nepal. With the establishment of Nepal Baseball 
Federation (NBF) and it's affliation with Nepal Olympic 
Committee, SAARC Baseball Federation, Baseball 
Federation of Asia and International Baseball Federation, 
now institutionalized efforts are being made to promote 
baseball in Nepal.

I do hope, this kind of activity will help to build 
friendly relationship, promotion of the game, opportunity 
to exchange information & to share experiences and 
standardize game. 

Participation in “Japan - Nepal Baseball Exchange 
Program 2014” is an opportunity to the students and 
offcials to get experience and learning through seeing 
and participating in the games. 

Nepal Baseball Federation is always ready and willing 
to work with all individuals and institutions active in this 
endeavor. 

We look forward to your love, assistance and goodwill 
even in the days ahead.

　ラリグラスの会が2014年８月に「日本・ネパール野球
交流プログラム2014」の下、ネパールの１５歳以下の野
球チームを招待されることは、私大変な喜びです。皆様
および貴会のネパールでの野球普及に対するご尽力に感
謝申し上げます。
　ネパール野球連盟（ＮＢＦ）はネパールでの野球普及
と発展のため不断の努力をしております。今、ネパール
でも野球は広まり始めています。ネパール野球連盟（Ｎ
ＢＦ）の設立およびネパールオリンヒック委員会、ＳＡ
ＡＲＣ野球連盟、アジア野球連盟、国際野球連盟との協
力により、現在、組織化された野球普及の努力がネパー
ルで行なわれています。
　私はこの活動が友好関係の構築、競技の普及、情報交
換そして試合での経験を分かち合うための助けになって
欲しいと強く思います。
　「日本・ネパール野球交流プログラム2014」への参加
は学生たちおよび役員たちにとって、試合を観たり試合
に参加することによって経験を積み学ぶための貴重な機
会です。
　ネパール野球連盟は野球普及活動に尽力している全て
の個人および団体とともに仕事をする用意があります
し、そう望んでいます。今後とも皆様の愛情、ご支援、
善意を賜われれば幸いです。

　本学における「ネパール野球交流」の歴史は、
「異文化交流」を目的とし１９９７年に実施した海
外研修から始まりました。初めて訪れた現地で、子
どもたちとの交流の中で偶然発見した「野球」が交
流のツールとなり、これほどまでに両国の若者たち
の心をつかむ活動になったことは、大変意義深いこ
とと思われます。「野球交流活動」が本学の教育理
念である「協働」を軸とした学びの中で繰り広げら
れ、１５年にわたり継続されてきたのは、一方通行
の援助・支援ではなく、両国の若者が同しフィール
ドに立ち、お互いの学びの場として、模索し続けて
きたことにあると考えられます。
　本学の研修に端を発し、現地から継続的な指導を
求める声に応え、壮大なネパールの自然に魅了され
た卒業生が単身現地で指導にもあたりました。その
卒業生たちが核となり、ボランタリー集団からＮＰ
Ｏ法人に組織化され、「ネパールの野球少年の招
聘」という新たな活動へと発展したことが、これか
らの国際交流・異文化交流の名のもとで活動する人
びとのマイルストーンとなることを心から願いま
す。

The history of “Nepal Baseball Exchange”  in our 
university has begun from the overseas study tour aiming 
for “intercultural communication”, in 1997. Through the 
communication with children, the students found 
“baseball” by chance at the actual spot where they visited 
for the frst time. Afterwords baseball became the tool of 
communication, and it won the hearts and minds of youth 
in both countries so much. I think it is so meaningful. 

The educational philosophy of our university is 
“cooperation”.  “Baseball Exchange Activity” was 
developed in the learning whose axis is “cooperation”, 
and  it was continued for 15 years . I think the reason of 
this is that it is not the support and aid in one way, but the 
youth of both countries stood on the same feld, as the 
place of mutual learning, they continued to grope. Started 
from the study tour of our university and at the 
requirements for continuous instruction on the spot, the 
graduates who were fascinated by the magnifcent nature 
of Nepal also went to the spot and instructed by one 
person. I wish that  the graduates as the core, the 
volunteer group was organized to NPO, and developed to 
the new activity “inviting Nepali children baseball 
players”. I wish it will be the milestone for the people 
who is acting under the international communication and 
intercultural  communication.

プール学院大学学長
President of 

Poole Gakuin University

蔵田 實 氏
KURATA Minoru



※資料請求いただきました皆さん

の個人情報は、学校案内資料送

付や入試情報のご連絡のみに使

用するものとし、他の目的には一切

使用することはありません。



I am extremely happy to know that a Japanese NPO, Nepal Baseball Laligurans Association is hosting Japan-
Nepal Baseball Exchange 2014 in the most beautiful city of Komagane, Nagano prefecture, from August 21 to 31, 
2014. I am further pleased to fnd that a Nepalese team of young baseball players is also invited to take part in the 
friendly match with Japanese little league.

Nepal and Japan enjoy excellent ties of friendship and co-operation both at the state and people levels. These 
relations date back to history when the ideals of peace, non-violence and fraternity as preached by Lord Buddha 
born in Lumbini in Nepal, reached Japan and many people started to practice Buddhism. In 1956, our relations 
entered into a new epoch after the establishment of formal diplomatic relations.

Japan is one of the most important development partners of Nepal and has taken active role in our endeavours for 
faster social and economic transformation of the country in keeping with the growing aspirations of our people. 
Japan has three priority areas for extending technical and economic co-operation to Nepal, poverty alleviation, 
development of infrastructure and promotion of peace, stability and democratization of Nepalese society.

Both the scale and range of Japanese co-operation to Nepal are extensive covering such areas like agriculture, 
education, health, hydro-power, communication, transport, industry, etc. In the last elections to the second 
Constituent Assembly, Japan provided valuable logistic support to the Election Commission of Nepal.

Sports constitute one important area where bilateral co-operation may be most pertinent as Japan is to host 2020 
Olympics and Paralympics. I am sure that such matches would go a long way in further promoting our mutually 
satisfying relations.

At the people`s level, many Japanese organizations, individuals and volunteers have contributed a lot in the feld 
of rural development for improving the quality of life. There is great affnity between the people of our two 
countries. Ace climbers from Japan have ascended Mount Sagarmatha (Everest), the highest peak in the world, 
greatly contributing to friendship and mutual understanding between the two countries. Forty fve Japanese 
companies are operating in Nepal and the number is expected to go up in the future.

The Nepalese diaspora in Japan has grown up signifcantly in the last few years. Many of them have proved to be 
successful entrepreneurs contributing to the local economy as well. There are ample possibilities of further 
consolidating mutually benefcial ties between the two countries on a win-win basis.

With these introductory notes, may I wish the friendly match all success and once again thank the organizers for 
inviting me to the inaugural function.

Yours sincerely,

　日本のＮＰＯ、ネパール野球ラリグラスの会が、2014年8月21日から31日まで、この上なく美しい都市である長野県駒ケ根市
等で「日本・ネパール野球プログラム2014」を開催することを大変嬉しく思います。また、ネパールの若い野球選手たちが日
本の少年野球との親善試合に招かれたことを嬉しく思います。
　ネパールと日本は、国家と市民レベルにおいて素晴らしい強固な友情と協力関係を築いています。これらの関係は、ネパー
ルのルンビニに生まれたブッダが説いた、平和・非暴力・友愛の理想が日本に伝わり、多くの人々が仏教を信奉し始めた歴史
にさかのぼります。1956年に外交関係が樹立されてからは、私たちの関係は新しい時代に入りました。
　日本はネパールの最も重要な開発協力者のひとつであり、我が国が急速な社会と経済の変革への努力をする上で、ネパール
の人々の高まる要望との調和を保ちながら、積極的な役割を果たしています。日本は、ネパールの技術的・経済的発展のた
め、貧困削減、社会基盤整備、平和の定着と民主化というの３つの重点分野を持っています。
　日本のネパールに対する協力は大きく、農業、教育、保健、水力発電、通信、交通、工業等の分野など、広範囲に渡ってお
ります。前回の第２次制憲議会の選挙において、日本はネパール選挙委員会に対し物流面で有益な支援をしてくださいまし
た。
スポーツは二国間の協力が日本での2020年のオリンヒックとパラリンヒック開催に最も関係するかも知れない重要な一部分を
構成しています。私はこのような試合が、将来に渡って私たちの良好な相互関係を促進してゆくものと確信しています。
　市民レベルにおいては、多くの日本の組織、個人およびボランティアが農村での生活向上のための開発に多く貢献してくだ
さっています。両国の人々の間には強い親近感があります。日本の著名な登山家が世界最高峰のサガルマタ（エベレスト）に
登り、両国の友情と相互理解に大きく貢献いたしました。また、45個の日本企業がネパールで操業しており、将来、その数が
増えることが期待されています。
　ここ数年、日本に住むネパールの人々が著しく増えています。彼らの多くは起業家として成功し、地元の経済にも貢献して
います。両国にとってお互いに有益となる関係をより強固にすることは、十分に可能なことです。
　以上、ご挨拶とさせていただきます。親善試合の成功を祈念するとともに、開会式へのご招待を感謝いたします。

　敬具、

駐日ネパール特命全権大使
Ambassador of Nepal to Japan

マダン・クマール・バッタライ 氏
Madan Kumar Bhattarai
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　このたび、ネパールでの野球普及活動が開始され
て15周年を迎えられ、また野球を通した日本との国
際的な交流が行われますことを心よりお祝い申し上
げます。
　ネパールでの野球普及活動は、1999年に大阪の大
学生が研修でネパールを訪れ、野球を伝えたことが
きっかけに始まりました。当時ネパールでは野球が
全く知られておらず、道具の説明からはしまりまし
たが、わずか12年後の2011年には代表チームが初の
国際大会に出場し、またイッソー・タパ投手がネ
パール人初のプロ野球選手として、独立リーグの
「06ブルズ」に在籍し、東大阪市を本拠地として活
躍していました。この目をみはる躍進は、真面目で
熱心なネパールの国民性からくるものであると思い
ます。
　野球は日本においてもっとも人気のあるスポーツ
の１つです。中でも大阪府には、少年野球チームも
多く、中学野球・高校野球などが大変盛んにおこな
われており、たくさんのプロ野球選手を輩出してい
ます。
　この交流により、両国の友好関係のますますの発
展と、このプログラムに参加した選手の中から将来
世界で活躍する選手が出てくることを祈念いたしま
して、私の挨拶とさせていただきます。

I celebrate that spread activities of baseball in Nepal reached 
the 15th anniversary, and the international exchange with Japan 
through baseball will take place.

The activity of promoting baseball was began in 1999, when 
the student of university in Osaka visited Nepal by study tour 
and introduced baseball. At that time, baseball in not known at 
all in Nepal, but only 12 years later, in 2011, national 
representative team participated in international tournament for 
the frst time, and the pitcher Iswor Thapa become the fst 
Nepali professional baseball player and enrolled in a team of 
independent league, "06Bulls" and played basing on 
Higashiosaka.

It began from explanation of tool by baseball not having 
been known in 1999 when you visited Nepal. And the  national 
team participated in the frst International Convention in 2011 
only 12years after. I think that this remarkable progress in what 
comes from the national traits of serious and eager Nepal.

Baseball is one of the sports which are the most popular in 
Japan. Especially, Osaka has many baseball teams of children, 
in junior high school or high school, baseball is played actively. 
a large number of many professional baseball players were 
produced.

I pray for the development of friendly relations between 
both countries. And I expect that the player who will play an 
active part in the world in the future out of the player who 
participated in this program will appear.

東大阪市長
Mayer of Higashiosaka

野田 義和 氏
NODA Yoshikazu

　この度の「日本・ネパール野球交流プログラム
2014」を、心よりお慶び申し上げます。
　ネパールと日本は、日本の皇室とネパールの旧王
族間の交流、我が国の長年に亘る経済協力などを通
し、友好・親善関係を築きあげてきました。また、
世界の尾根ヒマラヤ（や世界遺産が点在する美しい
都市カトマンズなど）に魅せられて、毎年多くの日
本人登山家、観光客がネパールを訪れています。最
近では、日本に留学するネパール人の数も年々増え
ています。このように、良好な日本とネパールとの
関係には、人と人の交流が大きく寄与しているとい
えます。
　ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会は、１０
年以上にわたり、ネパールと野球を通した交流を続
けておられると承知します。野球は素晴らしいス
ポーツであり、ネパールにおいても徐々に野球の魅
力が浸透して行くことでしょう。また、ラリグラス
の会が行っているような草の根レベルの交流が、両
国の良好な関係を更に強固なものにしていくことを
確信しております。今後とも、このような野球を通
した日本とネパールとの間の交流がますます盛んに
なることを願ってやみません。

I'm delighted at the program of "Japan - Nepal 
Baseball Exchange Program 2014" from the bottom of 
my heart.

Nepal and Japan have built the friendship and goodwill 
relations by the exchange of the Japanese Imperial 
Household and the old Royal Family of Nepal, and 
economic assistance for over many years of Japan, and so 
on. And fascinated with the ridge of the world Himalaya 
(and the beautiful city Kathmandu where doted with the 
world heritages), many Japanese mountaineer and tourist 
visit Nepal every year. In recent years, the number of the 
Nepalese who study in Japan is also increasing every 
year. Thus, it can be told that to the good relation 
between Japan and Nepal the exchange of people and 
person has contributed greatly.

I consent NPO Club Laligurans has continued the 
exchange with Nepal through baseball more than 10 
years. Baseball is a wonderful sport, and the attraction of 
baseball will permeate and go gradually also in Nepal. 
Moreover, exchange of a grass-roots level is sure of 
making the good relation of both countries still former. It 
is hoed earnestly exchange between Japan and Nepal 
which led such baseball prospers increasingly.

在ネパール日本大使
Ambassador of Japan to Nepal

小川 正史 氏
OGAWA Masashi
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駒ヶ根市教育長
Chairman of Komagane City 

Board of Education

小木曽 伸一 氏
OGISO Shinichi

松本市長
Mayer of Matsumoto

菅谷 昭 氏
SUGENOYA Akira

　この度は「日本・ネパール野球交流プログラム
2014」が開催されますことを心よりお喜び申しあげま
す。
　さて、松本市は、平成元年１１月１７日にカトマン
ズ市と姉妹提携を締結し、以降市民の相互交流などを
深めていくなかで、本年２５周年を迎えることができ
ましたことは、たいへん喜ばしいことであります。
　今回、この事業でネパールの若者が本市へおいでに
なり、次代を担う若者が交流の機会を持てますこと
は、何よりも嬉しく、また本市とカトマンズ市の親交
がますます深まるものと確信しています。
　今回の交流から得た野球の技術が高まり、オリン
ピックで対戦する日が参りますことを心から楽しみに
しております。
　この事業を支援いただいております皆様方の日頃か
らのご尽力に対して心から感謝申しあげますととも
に、今後も両国の友好関係が一層深まるようかわらぬ
ご協力をお願い申しあげます。
　最後になりましたが、本事業に参加された皆様方の
ますますのご発展とご健勝をお祈りいたします。

I express my great pleasure to taking place “Japan - Nepal 
Baseball Exchange Program 2014”.

Matsumoto City established the relationship of sister city 
with Kathmandu on November 17, 1989. After that,  the 
citizens have been deepening mutual exchange and it is my 
great pleasure to reached the 25th anniversary in this year.

In this time, I am so pleased that the youths of Nepal 
come to our city for this program and have a chance to 
exchange with young people who will lead next generation.  
Additionally, I am convinced that the friendship between 
Matsumoto and Kathmandu will be deepen more and more.

I truly expect that the skill of baseball got from the 
exchange in this time will improve and the day when they 
face at the Olympic Games will come.

I appreciate everyone who is making efforts for this 
program,  and I hope their cooperation to deepen friendship 
between two countries for the future.

Finally, I pray for the development and health of everyone 
who participated in this program.

　ネパールからの皆さま、ようこそ、長野県駒ケ根
市へおいで下さいました。駒ケ根市と駒ケ根市民と
を代表して、心より歓迎を申し上げます。
駒ケ根市は南アルプスと中央アルプスの二つの山

並みを望む自然豊かな街です。ネパールポカラ市と
は同し山岳観光都市として、国際協力友好都市協定
を結んでいます。
　市内の中学生の代表は、毎年ポカラ市を訪問し、
その美しく雄大な光景に感動するとともに、ネパー
ルの人々の温かな心に触れて感銘深い日々を過ごさ
せてもらっています。同し中学生同士が一つのボー
ルを蹴り合って、楽しくサッカーをしたことを思い
出します。
　この度、本市において野球を通しての交流ができ
ますことを、大変うれしく思います。
どうか、この地で思い出に残る素晴らしい時を過

ごしていただけますようにご祈念申し上げます。
また、この画期的な事業実現のためにご尽力いた

だいた関係の皆さまに、心から感謝と敬意を表しま
す。
今回の交流プログラムのご成功をお祈り申し上げ
ます。

Everyone from Nepal, welcome to Komagane City, 
Nagano Prefecture. On behalf of Komagane City and the 
citizens in Komagane, I express hearty welcome to you.

Komagane City is the nature-rich city where you can 
see the two mountain ranges, South Alps and Central 
Alps. As the similar mountainous tourist city, we 
conclude the international friendship city agreement with 
Pokhara City in Nepal. Every year, the representative 
students of junior hight school in our city visit Pokhara 
and impressed by the beautiful and grand  scene, and they 
are passing the impressive days by touching the warm 
heart of Nepali people. I remember that the similar junior 
high school students kick one ball together and pleasantly 
played football.

I am so pleased that we can interact trough baseball in 
this time. I wish here they have a wonderful  time to 
remain in the memories.

And I truly express gratitude and respect for the 
persons concerned who made the efforts to hold this 
epoch-making program. I pray for the success of this 
exchange program.
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　今回の日本・ネパール野球交流プログラム2014に
あたり数多くの関係者と支援者の皆様のご努力に心
からの敬意を表します。
　ラリグラスの会は「協働」を活動理念として掲げ
ておられます。一方的な支援ではなく、野球を手段
としてネパールの人たちと共に学び合い成長する場
を作るという理念を地道に実践されている熱意に感
動を覚えます。
　野球は今や世界１２５ヶ国・地域に拡がってお
り、とりわけ成長を続けるアジア２５ヶ国・地域、
そしてネパールの躍進が注目を集めています。
　野球とソフトボールの両国際連盟は昨年９月に統
一の世界野球ソフトボール連盟を設立し、２０２０
年東京オリンヒックでの復帰を目指しています。今
年１２月には国際オリンヒック委員会の臨時総会で
競技種目の審議も行われるのを前にして、ネパール
との交流プログラムが実施されることは、野球が国
際的な普及を図っている証しとしてたいへん時宜を
得た催しとなりました。ここに小林洋平理事長を始
めラリグラスの会各位のご尽力に重ねて御礼を申し
上げてご挨拶と致します。

I express my respect for your staff and supporters who 
are members of baseball exchange program Japan and 
Nepal in 2014.

Club Laligurans has a basic philosophy of 
"collaborate". It's means that not one-sided support but 
the place which both study each other and grows is built. 
I memorize impression in the zeal in which they practice 
it honestly.

Now, baseball has spread in 125 countries and regions 
in the world. Especially, including Nepal, the progress of 
25 countries and regions in Asia which is continuing 
growth attracts attentions.

The two international federations of baseball and 
softball unifed in last September and the World Baseball 
Softball Confederation was established. They are aiming 
for returning at Tokyo Olympic Games in 2020. In the 
December of this year, at the extraordinary general 
meeting of International Olympic Committee, the sport 
also will be discussed. In face of this, taking place the 
exchanging program with Nepal became the timely event 
which proves baseball is aiming at international spread.

Here I express my gratitude again to the staff member 
of Club Laligurans, including the President Kobayashi 
for their exertion.

　「日本・ネパール野球交流プログラム2014」開催
につき、ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会の
皆様に心よりお祝いを申し上げます。
　また、野球を通して私ども青少年の育成を考慮さ
れている皆様方に対し、心より御礼を申し上げま
す。
　この大会を通して、ネパールの選手達と日本の選
手達の理解と友情が更に深まり、親善の絆を結び、
この大会が、相互関係のより良き機会になればと願
います。
　最後に、今回の大会のご成功を心よりお祈り申し
上げます。

I offer you my congratulations on your “Japan - 
Nepal Baseball Exchange Program 2014”.

And I also appreciate your great effort and 
consideration about development of youth through 
baseball.

I hope this program is success to make friendship 
and understanding each other, Japanese and Nepal 
baseball players. I hope the friendship between 
Nepali players and Japanese players will deepen, 
bonds of friendly relationship will be connected, 
through this program. I hope this program will 
become the good opportunity to make the good 
correlation.

Finally, I truly pray the success of this program.

アジア野球連盟(BFA)
全日本野球協会(BFJ)
シニアアドバイザー

Senior Adviser

田和 一浩 氏
TAWA Kazuhiro

日本ポニーベースボール協会
理事長

President of 
Japan Pony Baseball Association

井上 昌友 氏
 INOUE Masatomo
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　ネパールを初め南アジアの野球の発展のため小林
洋平さんを初め、ラリグラス会の皆様に感謝を申し
上げます。ずっと頑張ってくださりありがたく感謝
を申し上げます。昨年も大阪でパキスタンの野球の
発展のためにラリグラス会のイベントに呼んでいた
だいて、今回もまたネパールの野球のイベントに呼
んで頂きありがとうございます。
　３，４年前に小林さんと初めて出会った時、わざ
わざ福岡までお越しいただいてお会いし、南アジア
野球の発展の話をさせていただいたことは思い出に
残っています。私も小林さんの気持ちと同様、南ア
ジアの子どもたちに野球の楽しさや素晴らしさを、
またそれによって変わっていく人間性、例えば、相
手のことを考えること、チームワークを築くなど素
晴らしいことができるスポ−ツではないかと考えて
います。
　野球は国と国の関係だけでなく、心とこころを通
わせる事だと思いますので、こうやって野球を通し
て子供達同士とでも心を通い合わせてやったり、夢
を与えることができる事や国際交流の場を提供でき
る事を本当に素晴らしいことだと考えていますし、
それにより世界はより平和になっていくことを願っ
ています。

I greatly appreciate Mr. Kobayashi Yohei and the 
member of Club Laligurans for the effort of the progress 
of baseball in Nepal and South Asia. Last year, I was 
invited to event of Laligurans in Osaka for the event of 
the development of baseball in Pakistan. In this time, I 
was also invited to the event for Nepal baseball. I 
appreciate it.

I remember that I had met to Mr. Kobayashi at 
Fukuoka a few years ago and talked with him about 
baseball of South Asia. He and I have the same opinion. I 
think Baseball is a wonderful sport which brings pleasure 
to the children in South Asia and it can change their 
humanity, for example, think about each other, make it 
teamwork, and so on. 

Because I think baseball can connect not only nation 
and nation, but also heart and heart, even children can 
communicate each other, or we can provide a dream to 
them. And I think it is wonderful that we can provide the 
place for international exchange. I hope the world will be 
peaceful through this.

It's a good chance to the exchange program through 

baseball. It's experience to give us dream and peaceful. 

アジア野球連盟所属国際審判員
BFA international umpire

スリランカ野球連盟
　　　　　　日本コーディネーター

Sri Lanka Amateur Baseball Softball Association
Coordinator in Japan

スジーワ・ウィジャヤナーヤカ氏
Sujeewa Wijayanayake 

It gives us immense pleasure that Club Laligurans has 
take initiation to publish a Souvenir Magazine on the 
auspicious occasion of the "Japan - Nepal Baseball 
Exchange Program" scheduled to be held in Japan from 
August 21, 2014 to 31 August, 2014.

It is great effort that Club Laligurans has standard to 
organization various activities for the promotion of 
baseball in Nepal.

We believe that sport is not only the physical activity 
that we do for pleasure. It is also universal language 
which is known everywhere in the earth and sport has 
that power which brings people at one point. It unites 
citizens for common goal and interest. Many nations are 
able to introduce themselves to the whole world through 
the sport, and it can be a means of nation's pride as well 
as development.

Though the Baseball is the new sport for Nepalese 
people, Nepal Baseball Federation is doing their best to 
promote the game in Nepal in cooperation and 
collaboration with Nepal Baseball Club Laligurans.

Finally, on behalf of Nepal Olympic Committee, I 
would like to express my best wishes for smooth and 
successful completion of the Baseball Exchange Program 
2014 and I am confdent that this Souvenir Magazine 
would be a good reference material for baseball lovers.

　ラリグラスの会が2014年８月21日から31日に「日
本・ネパール野球交流プログラム2014」を開催し、そ
の案内冊子を出版することは大きな喜びです。
　ラリグラスの会がネパールで野球普及のための様々
な活動をされてきたことは大変なご努力です。
　私たちはスポーツは単なる肉体的な活動ではなく、
私たちに喜びを与えるものだと信しています。またそ
れは、地球上のどこででも知られている共通言語であ
り、人々を一点に集める力を持っています。そして、
共通のゴールと興味のために人々を結びつけます。多
くの国はスポーツを通して自国を全世界に知らしめる
ことができ、国の発展と同様に国を誇るための手段と
なり得ます。
　野球はネパールの人々にとって新しいスポーツです
が、ネパール野球連盟はネパール野球ラリグラスの会
の協力のもと、野球普及のため最大の努力をされてい
ます。
　最後に、ネパールオリンヒック委員会を代表いたし
まして、「日本・ネパール野球交流プログラム2014」
が滞り無く成功することを心から望むとともに、この
案内冊子が野球愛好家のための良き資料となるものと
確信いたします。

ネパールオリンピック委員会会長
President of 

Nepal Olympic Committee

バハドゥール・プラダン氏
Dhruba Bahadur Pradan
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スポーツクリエイション理事長
President of Sports Creation

中野 彰 氏
NAKANO Akira

06BULLS監督
Field Manager of 06BULLS

村上 隆行 氏
MURAKAMI Takayuki

　この度は「日本・ネパール野球交流プログラム
2014」の開催、心よりお慶び申し上げます。
　皆様ご承知の通り、今回ネパール選手団の監督と
して来日するイッソ―・タパ君は、ネパール人初の
プロ野球選手であり、関西独立リーグ（当時）の私
ども０６ブルズに所属しておりました。そして、０
６ブルズの設立初年度となる２０１２年度には、投
手として、リーグ優勝に大きく貢献いたしました。
その後、ネパールに帰国し、ラリグラスの会のサ
ポートの下、現在はネパールでの野球普及に尽力し
ています。
　今回は、そのイッソー・タパ君の指導を受けた少
年選手たちが来日し、０６ブルズの地元である東大
阪市の中学生との親善試合も行なわれるとのこと
で、大変感慨深く思います。
　ネパールでの野球普及活動は、やっとその活動が
大きく動き始めたところです。０６ブルズはこれか
らもネパール野球を応援して参りたいと存します。
最後に、今後のネパール野球の発展ならびに皆様の
ご多幸・ご健勝を祈念し、ご挨拶とさせていただき
ます。

As you know, Iswor Thapa who come to Japan as the 
feld manager of Nepali team is the frst Nepali 
professional baseball player and he played for our club, 
06Bulls (Zero-roku Bulls) which belonged in Kansai 
Independent League. In 2012, as a pitcher, he contributed 
to wining the league. Afterwords, he returned to Nepal 
and under the supports by Club Laligurans, he is making 
efforts to the development of baseball in Nepal.

In this time, the players who were coached by Iswor 
Thapa will come to Japan and they also play a friendly 
match with the junior high school students in 
Higashiosaka where is the hometown of 06Bulls. I think 
it is a deep emotion. 

The activity of promoting baseball just began the large 
movement. 06Bulls will support baseball in Nepal. 
06Bulls will support baseball in Nepal. Finally, I wish for 
the development of baseball in Nepal and everyone's 
health and happiness.

　「日本・ネパール野球交流プログラム2014」の開
催を心よりお慶び申し上げます。
　今回、選手団の一員として来日するイッソー・タ
パ君は、元０６ブルズの投手であり、私は０６ブル
ズの監督として、２０１２年の１年間という短い間
ではありましたが、一緒に戦いました。イッソー・
タパ君は、日本での勝利こそありませんでしたが、
日本で多くの事を学んでネパールに帰ったと思いま
す。
　先日、ネパール野球の事がテレビで紹介され、
イッソー・タパ君がネパールで指導者として活躍し
ている姿を観ました。ノックをする姿など、０６ブ
ルズで学んだ事を活かし、熱心に後輩の少年選手た
ちを指導している様子を観て、大変嬉しく思いまし
た。イッソー・タパ君の今後の活躍を期待していま
す。
　また、今回イッソー・タパ君とともに来日する子
どもたちにとって、日本の野球を経験することは、
大きな財産となると思います。短い間ですが、彼ら
が日本で多くの事を学び、
大きく成長していって欲しいと思います。
　最後に、ネパールでの野球発展を祈念し、ご挨拶
とさせていただきます。

I truly celebrate the holding of “Japan - Nepal Baseball 
Exchange Program 2014”.

Iswor Thapa who will come to Japan as a member of 
Nepali team in this time is a former player of 06Bulls 
(Zero-roku Bulls). Though it was only one year in 2012, I 
played with him as the feld manager. Though he had won 
no victories in Japan, I think he learned many things in 
Japan and returned to Nepal.

Recently, I watched TV program showing baseball in 
Nepal and I watched Iswor Thapa is active as a coach in 
Nepal. Such as fungoing balls, watching he was coaching 
younger players, I was so pleased. I expect his activity in 
the future.

Additionally, I think that for the children coming to 
Japan with Iswor Thapa in this time, experience baseball 
in Japan will be a large asset. Though it is just a short 
time, I hope they will learn many things in Japan and 
their large growth.

 Finally, I pray for the development of baseball in 
Nepal.
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役員 / Officials

団長 / Leader

プラディープ・シュレスタ
Pradeep Shrestha

ネパール野球連盟会長

President of 
Nepal Baseball Federation

副団長 / Vice Leader

ナラヤン・バンダリ
Narayan Prasad Bhandari

バルバドラ・セカンダリ・
スクール校長

Principal of 
Balbhadra Secondary School

コーチ / Coach

ビム・タマン
Bhim Bahadur Tamang

ネパール代表選手
Player of National Team

コーチ / Coach

アニール・パリヤー
Anil Pariyar

ネパール代表選手
Player of National Team

審判員 / Umpire

アビシェック・カリキ
Abhishek Karki

ネパール代表コーチ
Coach of National Team

コーチ / Coach

ナワラジ・ブジェル
Nawaraj Bhujel

ネパール代表選手
Player  of National Team
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監督 / Field Manager

イッソー・タパ
Iswor Thapa

ネパール代表・主将

Captain of National team 

元06BULLS選手

Former player of 06BULLS



選手 / Players
A = 年齢 / Age
R = 住所 / Residence 
S = 学校名 / School
H = 身長 / Height
W = 体重 / Weight

スシル・パリヤー
Sushil Pariyar

 A：13

 R：ポカラ / Pokhara
 S：バルバドラ / Balbhadra
 H：165cm
 W：53kg

サグン・キチャジュ
Sagun Khichaju

 A：12
 R：ポカラ / Pokhara
 S：ディルペシャワリ 

/ Dilpeshwori
 H：150cm
 W：51kg

デブ・ブジェル
Dev Bhujel

 A：12

 R：ポカラ / Pokhara
 S：ナショナル / National
 H：137cm
 W：35kg

アソ・パリヤー
Ashok Pariyar

 A：12
 R：ポカラ / Pokhara
 S：バルバドラ / Balbhadra
 H：142cm
 W：40kg

アムリット・ネパーリー
Amrit Nepali

 A：13

 R：ポカラ / Pokhara
 S：バルバドラ / Balbhadra
 H：147cm
 W：42kg

サフィル・シュレスタ
Saphil Shrestha

 A：14
 R：カトマンズ / Kathmandu
 S：モダンインディアン 

/ Modern Indian
 H：170cm
 W：70kg

プラティック・サルカー
Pratik Sarkar

 A：14

 R：カトマンズ / Kathmandu
 S：バヌバクタ / Bhanubhakta
 H：175cm
 W：53kg

ビカシュ・ライ
Bikash Rai

 A：13

 R：ポカラ / Pokhara
 S：シッダ / Siddha
 H：165cm
 W：50kg

アシシ・プン
Ashish Pun

 A：14

 R：ポカラ / Pokhara
 S：ガンダキ / Gandaki
 H：160cm
 W：47kg
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ネパール野球ラリグラスの会について / About Nepal Baseball Club Laligurans

　プール学院大学（大阪・堺市）の野球好きな学生が研修でネパールを訪れたのが切っ掛けで
１９９９年に活動を開始以来、野球を通したネパールとの交流を目的に、様々な活動を行って
おります。元々、ネパールでは野球が知られておらず、「これがボールです」といった説明を
するところから始まった活動は、「夢はオリンヒック」という想いも抱きながらの活動でもあ
りました。最近ではネパール代表チームが国際大会へ出場したり、日本の独立リーグでプレー
した選手も出ています。
　ラリグラスの会の活動理念は「協働」です。一方的な支援ではなく、野球を手段として、ネ
パールの人たちとともに、学び合い、成長する場を作るべく、活動を続けております。

■ネパールでの野球普及活動 ■ネパール人野球指導員の育成
■ネパールへの野球指導員派遣 ■講演、広報活動
■野球を通した国際協力活動
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  In 1999 the students of Poole Gakuin University (Osaka, Sakai City) who like baseball visited Nepal for 
study tour and it became the started of this activity. Since then, aiming the exchange with Nepal through 
Nepal, we have been doing various activities. Originally, baseball is not known in Nepal at all, we started 
from explaining “This is the ball”, and we also dreamed Olympic Games. Recently, Nepal representative 
team participated international tournament, and a player played for the Japanese professional independent 
league.
 The philosophy of Club Laligurans is “collaboration”. We are aiming at growing, studying each other 
with Nepali people, not a one-way support.

■Promotion of baseball in Nepal ■Growing the Nepali coach 

■Dispatching baseball coach to Nepal ■Lecture, publicity

■International cooperation through baseball

主な活動 / Main Activities

　ヒマラヤ山脈のふもとにある、自然の豊かな国です。人口
2,649万人、面積は北海道の約1.8倍。主な産業は、農業と観
光です。首都のカトマンズは松本市の姉妹都市、第２の都市
ポカラは駒ヶ根市の姉妹都市になっています。
　野球人口は学生を中心に300人程度です。

ネパールの概要

Outline of Nepal

 Nepal is the country full of nature which exists at the foot of 
Himalaya Mountain Range. The population is 26.49 million, the area 
is 1.8 times of Hokkaido. The main industry is agriculture and 
tourism. The capital Kathmandu is the sister city of Matsumoto and 
the second city Pokhara is the sister city of Komagane.
 The number of baseball players is about 300, and the students are in 
the main. 
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1999年

● プール学院大学（大阪府・堺市）のネ
パール研修中にネパールでは野球が全
く知られていないことを知る。赤松弘
章を中心にネパール野球紹介活動グ
ループが発足。（２月）

● アマ・シン・セカンダリースクールの
学生２０名に「これがボールです。」
と道具の説明から野球交流活動がス
タート（９月）

2000年

● 野球が続けられていたのを確認し、
ルールを中心とした紹介。

● 元阪神タイガース監督の吉田義男氏と
会談、ご指導を受ける。

● アマ・シン・セカンダリースクールで
２チームを作り、対抗戦を開催。

2001年

● 現地指導者として花倉雄宇也を派遣
(2001年3月〜2002年3月)。

● 初のポカラ市内学校対抗トーナメント
大会を開催。

2002年
● 現地指導者として園田健弥を派遣
(2002年5月〜2003年3月)。

● ネパール語の野球ルールブックを作成。

2003年

● カトマンズ大学で野球紹介活動。ポカ
ラ選抜と試合を行なう(ポカラ選抜が
勝利)。

2004年
● 野球交流活動に参加したＯＢ・ＯＧが

中心となり、ネパールで野球「ラリグ
ラスの会」が発足。

● 現地指導者として三浦昌広を派遣

(2004年4月〜10月)

● シャム・グルン君（ネパール人指導
者）を育成。

2005年

● ホームページを開設。

● LALIGURANS草野球チーム始動。

1999

● In the study tour of Poole Gakuin 
University (Sakai, Osaka) , students found 
baseball is not known in Nepal. They 
established aseball promoting group, with 
Akamatsu Hiroaki playing key roll. (Feb)

● Started baseball exchanging activity, from 
explaining “This is the ball”to the 20 
students of Amar Singh Secondary School, 
(Sep)

2000

● Confrmed baseball was continued 
playing. Mainly introduced the baseball 
rule.

● Yoshida Yoshio,the former feld manager 
of Hanshin Tighers,gave us instruction. 

● Amar Singh Secondary School organized 
two teams and play the match.

2001

● Dispatched Hanakura Yuya as the coach in 
Nepal (Mar 2001 - Mar 2002)

● Took place the frst baseball tournament by 
the schools in Pokhara.

2002
● Dispatched Sonoda Ken'ya as the coach in 

Nepal. (Mar 2002 - May 2003) 

● Made the baseball rule book in Nepalese.

2003

● Introduced baseball in Kathmandu 
University. Played the game with Pokhara 
team. (Pokhara won) 

2004

● The member who participated baseball 
exchange program organized “Circle 
Laligurans”.

● Dispatched Miura Masahiro as the coach 
in Nepal. (Apr - Oct, 2004)

● Instructed Shyam Ghale. (Nepali coach)

2005

● Opened the website. 

● Amateur baseball team Laligurans started.

吉田義男氏のご指導

Instruction by Yoshida Yoshio (2000)

ポカラでの大会
Tournament in Pokhara (2001)

園田健弥 / Sonoda Ken'ya (2002)

三浦昌広 / Miura Masahiro (2004)

草野球チーム・ラリグラス
Baseball team Laligurans (2005)

活動当初

In the beginning of activity (1999)



2006年
● 現地事務所兼日本語学校としてポカラ
ハウスを設立(10月)。ポカラハウス運
営リーダー兼現地指導者として小林洋
平を派遣(2006年8月〜2007年3月)。日
本語教師として糸賀恵理子（2006年9月
～2007年12月）、小林剛史（2006年9月
～2008年４月）を派遣。

● ネパール人スタッフとしてヒラチャン
氏、ビノッド氏、シャム氏、デビ氏、
スニタ氏もポカラハウススタッフとし
て雇用。第１回ポカラ・ベースボー
ル・トーナメント開催(１１月)。

2007年
● ワンワールドフェスティバルに初出
展、以降毎回出展。

● 日本語教師として峯尾なつみを派遣
（2007年3月～2008年3月）。現地指導
者として藤岡恭兵を派遣(2007年７月
〜2008年５月)。

● カトマンズとバクタプルで野球を紹
介。第２回ポカラ・ベースボールトー
ナメント開催(３月)。

2008年

● 第３回ポカラ・ベースボールトーナメ
ント開催(４月)。

● バクタプルにて、ポカラ、カトマンズ
の２チーム、バクタプルの計４チーム
によるトーナメント大会を開催。

2009年

● ポカラハウス閉鎖(２月)。現地指導者
として原田篤を派遣(2009年７月～
2009年９月)。

● イッソー・タパ君を日本に招聘、ネ
パール人として初めてプロ野球独立
リーグの入団テストを受験。（11月）

2010年

● イッソー・タパ君を日本に再び招聘、
関西独立リーグ大阪ホークスドリーム
に入団しネパール人初のプロ野球選手
誕生（11月）

● ネパール野球連盟設立。
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2006

● Established Pokhara House, as the local 
offce and Japanese Language School. (Oct) 
Dispatched Kobayashi Yohei as the leader of 
management and coach (Aug 2005 - Mar 
2007). Dispatched Itoga Eriko (Sep 2006 - 
Dec 2007), Kobayashi Takeshi (Sep 2006 - 
Apr 2008)  as the teacher of Japanese.

● Hired Hrachan, Binod, Shyam, Devi, Sunita 
as the staff of Pokhara House.

● Took place the frst Pokhara Baseball 
Tournament. (Nov)

ポカラハウスのスタッフ 

Staff of Pokhara House (2006)

日本語教師

Teachers of Japanese (2006)

2007

● First exhibition to “One World Festival”, 
afterwords exhibit every time. 

● Dispatched Mineo Natsumi as the teacher of 
Japanese (Mar 2007 - March 2008), Fujioka 
Kyohei as coach  in Nepal (Jul 2007 - May 
2008).

● Introduced baseball in Kathmandu and 
Bhaktapur. Took Place the second Pokhara 
Baseball Tournament. (Mar)

2008
● Took place the third Pokhara Baseball 

Tournament. (Apr)

● The teams of Pokhara, Kathmandu (two 
teams), Bhaktapur held the tournament in 
Bhaktapur.

2009
● Closed Pokhara House.

● Dispatched Harada Atsushi as the coach in 
Nepal. (Jul 2009 - Sep 2009)

● Invited Iswor Thapa to Japan and he 
challenged the tryouts of professional 
independent league for the fst time as Nepali. 
(Nov)

2010

● Invited Iswor Thapa to Japan again. He 
entered Osaka Hawks Dream and became the 
frst Nepali professional baseball player.  
(Nov)

● Nepal Baseball Federation was established.

2011年

● パキスタンで第１回南アジア野球選手権
開催。ネパール初の国際試合。ネパール
代表チーム参加への支援活動を行う。ネ
パール世界ランク５５位に。

● イッソー・タパ君が０６ブルズに移籍。

2011
● 1st South Asia Baseball Championship was 

held in Pakistan. The frst international 
tournament for Nepal. Acted to support the 
participation of Nepal. Nepal was ranked to 
55th place of IBAF world ranking.

● Iswor Thapa was transferred to 06BULLS.

ワンワールドフェスティバル

One World Festival (2007)

ポカラ・ベースボール・トーナメント

Pokhara Baseball Tournament (2008)

イッソー・タパのトライアウト

 Tryout of Iswor Thapa (2009)

イッソー・タパ、大阪ホークスドリーム入団

 Iswor Thapa entered Osaka Hawks Dream 
(2010)



東大阪・パキスタン友好試合
Higashiosaka - Pakistan 
Friendly Match (2013)

2012年

● ポカラで野球用グラウンド建設のため
の現地調査を実施。（7月）

● イッソー・タパ君06BULLS退団。　
（11月）

● パキスタンでのPunjab International 
Sports Festival 2012にて銅メダル獲
得。（11月）

● 東北楽天の秋田佳紀コーチによるト
レーニング講習会を開催。（12月）
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2013年

● 国際野球連盟（IBAF）の総会にネパール
が初参加。小林理事長と鈴木事務局長が
出席。　（４月）

● ネパール野球連盟と友好関係にあるパキ
スタン野球連盟から依頼がありパキスタ
ン東大阪友好親善試合の実施（６月～７
月）。その後、１２月にパキスタン野球
連盟から表彰される。

● ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会
へ名称変更（８月）ネパール野球15周年
式典開催（８月）　

● 世界少年野球推進財団（理事長・王貞治
氏）主催の野球教室にネパール（選手5
名+役員1名）が招待される（８月）

● イッソー・タパ君、ナワラジ・ブジェル
君が来日、短期研修実施（８月）

● ネパールに１トンの野球道具を輸送。
（２月）

● 第１回西アジア野球審判講習会（スリラ
ンカ）にアビシ・カリキ参加。（11月）

● イランの不参加により、パキスタンで開
催の第11回西アジアカップに急遽出場。
小林洋平がネパール代表の監督に就任
し、監督賞を受賞する。（12月）

● カトマンズでネパール代表とアメリカ人
コーチ率いる武装警察チームの友好試合
開催。（12月）

2012

● Investigation for building baseball ground in 
Pokhara (Jul)

● Iswor Thapa left 06BULLS (Nov)

● Won the bronze medal at Punjab International 
Sports Festival 2012, in Pakistan.(Nov)

● Took place the training class by Aita Yoshiki, 
the coach of Tohoku Rakuten. (Dec)

2013
● Sent 1t of baseball equipments to Nepal.

● Nepal participated to the general congress of 
International Baseball Federation (IBAF) for 
the frst time . President Kobayashi and 
Secretary General Suzuki attended. (Apr)

● Took place friendly match between Pakistan 
and Higashiosaka, by the offer from Pakistan 
Federation (PFB) Baseball who has friendly 
relationship with Nepal Baseball Federation 
(Jun-Jul). Afterwords, commended by PFB. 

● Renamed to “NPO Nepal Baseball Club 
Laligurans”(Aug). Ceremony of 15th 
anniversary of Nepal Baseball was hold.(Aug)

● Nepal (5 children and 1 offcial) was invited 
to the baseball clinic held by World Children's 
Baseball Foundation (president Oh Sadaharu) 
for the frst time. (Aug)

● Iswor Thapa and Nawaraj Bhujel came to 
Japan for short-term study tour. (Aug) 

● Abhishek Kariki participated in the 1st 
baseball umpire clinic in Sri Lanka (Nov)

● Because of the cancel of Iran, Nepal suddenly 
participated in 11th West Asia Baseball Cup in 
Pakistan. Kobayashi Yohei was installed as 
the feld manager of Nepali team and got the 
prize of manager. (Dec) 

● Friendly match was played between Nepal 
representative team and the team of Armed 
Police Force which is lead by American 
coach. (Dec)

第１回南アジア野球選手権

 1st South Asia Baseball Cup (2011)

パンジャブ・スポーツ・フェスティバル

Punjab Sports Festival (2012)

国際野球連盟総会

General Congress of International 
Baseball Federation (2013)

世界少年野球フェア

World Children's Baseball Fair (2013)

ＷＣＢＦ王貞治理事長 (左）、
ＩＢＡＦフラッカリー会長（右）

WCBF president Oh Sadaharu (left), 
IBAF president Riccardo Fraccari (right)
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2014年

● ポニーベースボールのアジア太平洋代
表者会会議に初参加（ベトナム・ホー
チミン）。ネパール代表として小林理
事長・鈴木事務局長が参加。

● 「日本・ネパール野球交流プログラム
2014」開催。

2014

● Participated in Pony Baseball Asia-Pacifc 
Zone Board of Directors Meeting, for the 
frst time (Ho Chi Minh, Vietnam). 
President Kobayashi and Secretary General 
Suzuki attended as the representative of 
Nepal.

● “Japan - Nepal Baseball Exchange Program 
2014” will be held.

「ネパール野球ラリグラスの会」を
応援します。

東大阪市準硬式野球部

今後の展望 / Prospects for the future

・他団体との連携強化

　ネパールに学校を建設する活動を行っているアジア友好ネットワーク（石丸雄次郎代表）や
他団体と連携し、ネパール全国の学校で野球普及活動を行なう。

・日本在住のネパール人との連携

　日本在住のネパール人の方々に対する野球普及活動。

・野球関係団体との連携

・Cooperation with other organizations
Cooperating with Asia Friendship Network (Representative 

Ishimaru Yujiro) which is proceeding the activity to built 
schools in Nepal, and other organizations, promote baseball in 
schools of whole country.

・Cooperate with Nepali residents in Japan
 Promotion of baseball to the Nepalese who is living in Japan.

・Cooperation with organizations of baseball

アジア友好ネットワーク
石丸雄次郎氏（左）

Asia Friendship Network
Ishimaru Yujiro (left)

ポニーベースボール協会代表者会議

Pony Baseball Directors Meeting (2014)
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最近の出来事 / Recent Event

　2013年11月、パキスタンのラホールで第11回西ア
ジア野球大会が開催され、ネパールも出場いたしま
した。
　ネパール代表は３戦全敗でしたが、最終日の３位
を賭けたアフガニスタン戦では、７回まで２−２の
同点からの１点差負けという接戦を演しました。
　尚、この結果も踏まえた最新のＩＢＡＦ世界ラン
キングで、ネパールは４８位になりました。

第11回アジア野球大会 2013
The 11th Asia Baseball Cup 2013

 In November 2013、 the 11th West Asia Baseball Cup 
was held in Lahore, Pakistan. Nepali team also 
participated.
 Nepal lost all the three games. But on the fnal day, 
Nepal played close game with Afghanistan competing 3rd 
place.The game was tie by 2 - 2 in 7th inning and Nepal 
lost by 1 run.
 Including this result, Nepal was ranked to 48th place in  
the latest IBAF World Rankings,  

ネパール代表選手・役員

　監　督：小林 洋平
　コーチ：鈴木 秀利
　投　手：イッソー・タパ
　　　　　サンディープ・タパ
　捕　手：アニール・パリヤー
　内野手：ラジェス・パリヤー
　　　　　ラジェス・バスネット
　　　　　シャム・クマル
　外野手：ナワラジ・ブジェル
　　　　　ノビン・アレー
　　　　　ビジェイ・グルン
　　　　　プラナビ・シュレスタ

Nepal representative team

Manager : Kobayashi Yohei
Coach : Suzuki Hidetoshi
Pitchier : Iswor Thapa

Sandip Thapa
Catcher : Anil Pariyar
Infielder : Rajesh Pariyar

Rajesh Basnet
Shyam Kumar Ghale

Outfielder : Nawaraj Bhujel
Nabin Ale
Bejaya Gurung
Pranav Shrestha

順位 勝  敗

　1　パキスタン  3 - 0
　2　スリランカ  2 - 1
　3　アフガニスタン 1 - 2
　4　ネパール  0 - 3

Standings  W - L

　1　Pakistan  3 - 0

　2　Sri Lanka  2 - 1

　3　Afghanistan  1 - 2 

　4　Nepal  0 - 3



上平商店

上平商店は
ラリグラスの会を
応援しています。

代表取締役社長　上平耕司

かみだいら







http://www.facebook.com/
napalbaseball1999

ネパール野球ラリグラスの会の
facebookページに「いいね」しよう。

僕らも野球と出会ったんだ。
We also met baseball.

ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会

Address： 〒536-0017 大阪府大阪市城東区新喜多東1-10-22-705
　 #705 1-10-22  Shigitahigashi, Joto-ku, Osaka-shi, OSAKA

Tel： 090−3277−3145 （小林洋平）
E-mail： info@nepalbaseball.net
Website： http://www.nepalbasebal.net/

役員：

理事長/President 小林 洋平    Kobayashi Yohei
副理事長/Vice-President 赤松 弘章    Akamatsu Hiroaki
副理事長/Vice-President 平井 友之    Hirai Tomoyuki
理事/Director 加藤 直樹    Kato Naoki
理事/Director 秌田 佳紀    Akita Yoshiki
理事/Director 大洞 裕和    Daido Hirokazu
理事/Director 三上 真里奈  Mikami Marina
理事/Director 藤岡 恭兵    Fujioka Kyohei
理事/Director 森 祐        Mori Yu
理事/Director 伊藤 友貴    Ito Tomotaka
理事/Director 山脇 佑介    Yamawaki Yusuke
監事/inspector 鈴木 秀利    Suzuki Hidetoshi

日本・ネパール

野球交流プログラム２０１４

作成：ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会
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