
＜ 開催にあたり ＞
三井グループ企業２４社で構成する三井広報委員会では、１９７２年よりセ・パ両野球連盟と共に「三井ゴールデン・グラブ賞」を

提供して参りました。これまでに延べ８５０名の守備の名手たちを表彰し本年で４８回目を迎えます。

また、２０１０年３月より三井ゴールデン・グラブ賞受賞実績のある元プロ野球選手を講師に招き、指導者向け野球教室「三井ゴー
ルデン・グラブ野球教室」を開催しております。

以下、第１９回三井ゴールデン・グラブ野球教室の開催概要についてご案内申し上げます。

三井ゴールデン・グラブ野球教室の特色

守備のスペシャリストを表彰する「三井ゴールデン・グラブ賞」を受賞した元プロ野球選手の講師陣が、特に「守備」を中心とした

基本技術とその指導方法について分かりやすく指導致します。

①子どもたちの身体に負担をかけない、ケガをしないための正しい練習方法や指導方法、野球理論について実技指導を行います。

②実技指導に入る前に「指導者講習会」を開き、ケガを予防するためのトレーニング方法や指導方法を講義します。

実施概要

１．名 称 三井ゴールデン・グラブ野球教室 千葉教室 ― 指導者向け野球教室 ―

２．実施日及び ２０１９年３月９日（土） 受付時間 ８：３０ ～ ９：００ ／ 野球教室 ９：１０ ～ １５：００ （予定）
開催会場 稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場 （千葉市美浜区高浜７‐１‐３ ＴＥＬ ０４３‐２４７‐２４４３）

３．講 師 【投 手】 西崎 幸広 （日本ハムＯＢ） 三井ゴールデン・グラブ賞 ２回受賞 （１９８８年、１９９６年）

【捕 手】里崎 智也 （ロッテＯＢ） 同 ２回受賞 （２００６～２００７年）

【内野手】 田中 幸雄 （日本ハムＯＢ） 同 ５回受賞 （１９８８年、１９９０～１９９１年、１９９５～１９９６年）

【外野手】 屋鋪 要 （巨人ＯＢ） 同 ５回受賞 （１９８４～１９８８年）

【トレーナー】 吉田 直人 （ＮＳＣＡジャパン ヒューマンパフォーマンスセンター）

※上記の講師は予定の為、変更になる場合もございます。

４．内 容 ２ページ目の野球教室進行スケジュール（予定）をご参照願います。

５．参加資格 東京都軟式野球連盟及び千葉県少年野球連盟推薦の少年野球チームの指導者、
一般参加（ＷＥＢ）申込の指導者、三井広報委員会推薦チームの指導者

６．募集人数 約１００名
＜東京都軟式野球連盟推薦枠２０～３０名、千葉県少年野球連盟推薦枠５０～６０名、
一般参加（ＷＥＢ）申込枠１０～１５名、三井広報委員会推薦枠１０～１５名＞

※参加申込は先着順です。募集人数に達した時点で締め切らせていただきます。

７．参 加 費 無料 ※会場までの交通費、駐車場代等は各自でご負担いただきます。

８．申込締切 ２０１９年２月１４日（木）必着

■主 催 三井広報委員会
■後 援 千葉市または千葉市教育員会 ※後援申請予定
■特 別 協 力 一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）、公益財団法人東京都軟式野球連盟、

ＮＰＯ法人千葉県少年野球連盟
■協 力 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

http://mitsuipr.com

三井広報委員会では、子どもたちが大好きな「野球」というスポーツに一生懸命取り組めるように、

そしてケガをせず今後も長くプレーを続けていけるように ――日々子どもたちを指導されている

指導者の皆様が、本教室を通じて正しい野球知識や理論を取得し、日常の指導に役立ていただく

ことで、元気にひたむきにプレーする子どもたちと、子どもたちの夢を応援していきたいと考えてい
ます。

三機工業 新日本空調 三井住友建設 サッポロホールディングス 東レ 王子ホールディングス
デンカ 三井化学 日本製鋼所 三井金属 東洋エンジニアリング 三井Ｅ＆Ｓホールディングス
商船三井 三井物産 三越伊勢丹ホールディングス 三井住友海上 三井住友銀行
三井住友ファイナンス＆リース ＪＡ三井リース 三井生命 三井住友トラスト・ホールディングス
三井不動産 三井倉庫ホールディングス エームサービス 以上２４社 1



①グローブ、トレーニングシューズ等の野球用具、昼食、筆記用具をご持参下さい。ボールは主催者側で用意します。当日はユ
ニフォーム、ジャージ、野球帽等、動きやすい服装でお願い致します。

②荷物は稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場内に置いて下さい。貴重品や野球用具等の管理は各自でお願い致します。

③講師は都合により変更となる場合もございます。また、進行スケジュールは内容を一部変更する場合もございますので、予め

ご了承下さい。

④本教室は指導者向け野球教室の為、お子様のご参加は一切受け付けておりません。原則として高校卒業（１８歳）以上の年齢

の方からご参加いただけます。

⑤講師と参加者の皆様との記念写真の撮影を予定しております。本教室内での個人的な写真撮影や動画撮影、講師へのサイ

ン依頼は禁止させていただきます。

⑥参加者の皆様の駐車場は稲毛海浜公園内の駐車場（有料：１日駐車６００円）をご利用願います。尚、駐車スペー スの確保等

は各自でお願い致します。

⑦昼食は各自でご用意願います。ゴミは必ず各自でお持ち帰り下さい。

⑧参加者の皆様の万一の事故に備え、傷害保険に加入致します。

⑨受付時にアンケート用紙をお渡し致します。教室終了後に回収させていただきますのでご協力をお願い致します。

野球教室進行スケジュール（予定）

８：３０ 参加者受付 ※９：００まで 稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場正面

９：１０ 記念撮影 （１０分） 稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

９：２０ 開校式 （１５分） 稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

９：３５ 指導者講習会準備 （５分） 稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

９：４０
指導者講習会 （６０分）
※講義、ストレッチ、ウォーミングアップ、質疑応答

講師 【トレーナー】 吉田直人
稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

１０：４０ 休憩 （１０分）

１０：５０

バッテリーの基本 （８０分）
※投げ方の基本（ピッチング含む）、牽制、
捕手の基本（スローイング含む）、キャッチボール、
カバーリング＆投内連係、質疑応答

講師 【投手】 西崎幸広
【捕手】 里崎智也

稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場
※投内連係を実施する場合は【内野手】及び【外野手】
の講師も指導に加わる予定です

１２：１０ 昼食休憩 （４０分）
※参加者は稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場
内等で昼食休憩

１２：５０ ウォーミングアップ （１０分）
講師 【トレーナー】吉田直人
稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

１３：００

守備の基本 （８５分） ※入れ替え時に休憩含む予定
【Ａ班】
内野手 （３０分） ⇒ 質疑応答 （１０分） ⇒ 休憩
（５分） ⇒ 外野手 （３０分） ⇒ 質疑応答 （１０分）
【Ｂ班】
外野手 （３０分） ⇒ 質疑応答 （１０分） ⇒ 休憩
（５分） ⇒ 内野手 （３０分） ⇒ 質疑応答 （１０分）

講師 【内野手】 田中幸雄
【外野手】 屋鋪要

稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場
※「守備の基本」では【Ａ班】と【Ｂ班】の２組に分かれて
ローテーショ ンをしながら受講していただく予定です

１４：２５ 全体講習 （２５分）
講師【全体講習】 田中幸雄
稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

１４：５０ 閉校式準備 （５分）

１４：５５ 閉校式 （５分） 稲毛海浜公園スポーツ施設 屋内運動場

１５：００ 野球教室終了 ※アンケート用紙回収

注意事項

2



過去の三井ゴールデン・グラブ野球教室の模様

講師 【内野手】 宮本慎也氏

講師 【投手】 西崎幸広氏

講師 【外野手】 屋鋪要氏 講師 【トレーナー】 吉田直人氏

三井ゴールデン・グラブ野球教室 講師陣

※講師陣は教室ごとに替わります

指導者講習会 バッテリーの基本【投手】

投内連係 守備の基本【外野手】

バッテリーの基本【捕手】

三井ゴールデン・グラブ野球教室 参加者の声

・憧れていた選手からプロの最高レベルの技術や指導方法について学べて感激した。
・講師が熱心で指導理論や指導ポイントが明確だった。基本について丁寧に分かりやすく指導してもらえた。
・子どもたちの目線に立った指導方法、基本動作の徹底やその重要性について学べた。 改めて基本の大切さを再認識
した。
・指導者講習会が有意義だった。ケガの予防やケアなどを含め、ストレッチの重要性やトレーニング方法が非常に参考に
なった。
・これまで自分が行ってきた指導方法での誤りに気付いた。今後の指導に活かしたい。
・参加したことで指導技術の向上につながったと思う。これまでよく分からなかった疑問にも答えてもらえた。
・指導者向けの野球教室が少ない状況の中で非常にありがたかった。是非また開催して欲しい。
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守備の基本【内野手】

講師 【捕手】 里崎智也氏



■お申し込みについて
①上記の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記の参加申込先にＦＡＸまたはメールでお申し込み下さい。
申込締切は２０１９年２月１４日（木）必着です。

②参加申込は先着順受付です。募集人数に達した時点で受付を締め切らせいただきます。
③６名以上での参加をご希望される場合は下記のお問い合わせ先までご連絡願います。要相談となります。
④参加決定の際は２０１９年２月２７日（水）頃までに上記のご連絡担当者様宛に㈱アドサービス内「三井ゴールデン・
グラブ野球教室」事務局または千葉県少年軟式野球連盟よりご連絡致します。

＜企画運営／参加申込先／お問い合わせ先＞
㈱アドサービス内「三井ゴールデン・グラブ野球教室」事務局
担当：佐藤満 ※平日９：３０～１８：３０
〒１０１‐００４７ 東京都千代田区内神田１‐４‐５ レイアード大手町ビル５Ｆ
ＴＥＬ： ０３‐３２１９‐１６５１ ＦＡＸ： ０３‐３２１９‐１６５８ メール： sato@ads-e.co.jp

２月１４日（木）必着千葉県少年野球連盟推薦枠 参加申込書

～参加者のプライバシー保護とセキュリティについて～
㈱アドサービス内「三井ゴールデン・グラブ野球教室」事務局では、野球教室参加者個人に関する情報（利用者を識別できる情報を指し、以下「個人情
報」という）を取り扱う管理責任者を配置し、適切な管理を行います。当事務局が参加者から個人情報を収集させていただく場合は、収集目的、利用者
に対する窓口を明示した上で、必要な範囲の個人情報を収集させていただきます。収集目的は、①傷害保険加入 ②本教室開催要項の発送 ③本教
室了後の取材依頼及び結果記事・広告等での参加者写真の掲載 ④次回以降の本教室告知用広告での参加者写真の掲載 ⑤（一財）世界少年野球
推進財団（ＷＣＢＦ）・（公財）東京都軟式野球連盟・NPO法人千葉県少年野球連盟・千葉市・千葉市教育委員会・三井広報委員会及び会員会社の広報
資材・ホームページ上での参加者写真の掲載などです。利用者に対する窓口は、㈱アドサービス内「三井ゴールデン・グラブ野球教室」事務局（ＴＥＬ：
０３‐３２１９‐１６５１）。参加申込書にて知り得た情報は、上記の収集目的以外には使用しないものとし、第三者には以下のいずれかに該当する場合
を除き開示しません。①参加者から事前の同意を得られた場合 ②参加者個人を識別できない状態で開示する場合 ③予め当事務局との間で機密保
持契約を締結している企業などに必要な限度において開示する場合 ④法令等により開示を要求された場合です。当事務局は、当事務局が保有する
個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、個人情報保護する取り組みを適宜見直し改善していきます。
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ご連絡担当者
氏名

ふりがな

※ご連絡担当者が本教室に参加する場合は、
下記の参加者氏名欄①にもご記入願います。

ご連絡担当者
住所

〒 ‐

TEL: 携帯:

Eメール（必須）: 携帯メール（必須）:

参加者氏名 チーム名
役付

※該当に○
年齢

Eメール
（任意）

①
ふりがな ふりがな

監督 ・ コーチ

②
ふりがな ふりがな

監督 ・ コーチ

③
ふりがな ふりがな

監督 ・ コーチ

④

ふりがな ふりがな

監督 ・ コーチ

⑤
ふりがな ふりがな

監督 ・ コーチ


