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関西独立リーグとラリグラスの会
２００９年にイッソー・タパ君が当会の招きで独立リーグの入団テストを受けて以来、ラリグラス
の会はプロ野球関西独立リーグとの関係が深くなっております。また、関西独立リーグを通じて当会
をお知りになり、ご支援くださる方々も増えています。ここで、関西独立リーグとラリグラスの関わ
りの一端を紹介したいと思います。

プロ野球独立リーグとは
阪神やオリックスなどの球団が所属しているＮＰＢ
（日本野球機構）とは別組織のプロ野球リーグ。近年の
不景気で企業野球部の廃部が増える中、社会人選手に野
球を続けられる場を提供することを目的のひとつとして
設立された。近年は、独立リーグを経てＮＰＢの球団に
入団する選手も多い。
現在、日本には３個のプロ野球独立リーグがある。関
西独立リーグはそのひとつで、２０１２年のリーグ戦に
は５球団が参加している。

０６ブルズ
プロ野球関西独立リーグに新球団「０６ブルズ（ゼロロクブルズ）」が
誕生し、２０１２年のリーグ戦に参戦しています。０６ブルズは東大阪市
を本拠地としており、「東大阪から頂点へ」を合言葉に、地域に根ざした
球団を目指しています。
昨年、大阪ホークスドリームでプレーしたネパール人初のプロ野球選
手、イッソー・タパ選手が０６ブルズに移籍したのをを切っ掛けに、ラリ
グラスの会も０６ブルズと相互協力することとなり、代表の小林洋平と事
務局長の鈴木秀利が球団スタッフとして加わることとなりました。

０６ブルズの概要

０６ブルズのユニフォームには、球団
のご厚意でラリグラスの会のバナーを付
けてさせていただいております。

（左から）村上監督、永峰主将、中野代表

運 営：スポーツクリエイション
（ＮＰＯ法人申請予定）
代 表：中野 彰
監 督：村上 隆行（元近鉄ほか）
コーチ：石毛 博史（元巨人ほか）
主 将：永峰 由貴
副主将：鈴木 康平
選手数：２７名
本拠地：花園セントラルスタジアム（東大阪市）
公式ホームページ： http://06bulls.com/

２

イッソー・タパ選手
略歴

１３歳のとき、ラリグラスの会の活動が切っ掛けで野球を始める。以後、熱心に野球
に取り組み、現地のリーダー格となる。２０１１年４月に開催された第１回南アジア野
球選手権大会では、ネパール初となる野球の国家代表チームでエースとして活躍した。
２００９年の秋にラリグラスの会の招きで野球修行のため初来日。独立リーグ５ヶ所の
入団テストに挑戦するも全て不合格。２０１０年の秋に再来日し、大阪ホークスドリー
ムに入団。ネパール人初のプロ野球選手となる。２０１１年公式戦終了後、０６ブルズ
に移籍。

イッソー・タパ選手の言葉

今年も日本で野球をすることができて、とても嬉しいです。０６ブルズで一生懸命練習
して、もっと野球を上手になって、ＮＰＢに入ります。
０６ブルズの試合を観に来てください。

村上隆行監督の言葉

ネパールに野球を広めるためにも、イッソーには頑張ってもらいたいですね。
まだまだ荒削りで、勉強することはたくさん有りますが、今まで本格的な指導を
受けたことが無いということなので、その分、きちんと指導を受ければ、大きく
成長する可能性を秘めていると思います。
石毛コーチの指導もしっかり受けて、諦めずに課題を１つずつクリアして、夢
を掴む場、06ブルズで成長していってもらいたいと思います。

イッソー・タパ選手のブログ開設
２０１２年４月にイッソー・タパ選手による公式ブログが開設されました。
http://ameblo.jp/isworthapa/

大阪ホークスドリーム
2011年、イッソー・タパ選手は関西独立リーグの大阪
ホークスドリームでプレーいたしました。イッソー・タパ
選手は、5月19日の紀州レンジャーズ戦（紀三井寺球場）
に先発で初登板。その後は中継ぎ投手として合計９試合に
登板いたしました。

イッソー・タパ選手の成績

初登板、１回を三者凡退に抑える。

試 合：9
勝 敗：0勝1敗０セーブ
投球回：11回1/3
自責点：9
防御率：7.15
打 者：56
打 数：39
被安打：12
四死球：11
奪三振：1

門田博光監督とイッソー・タパ選手。

３

ネパールでの活動
ネパールに野球場を
経緯
２０１１年４月にパキスタンで第１回南アジア野
球選手権が開催され、ネパールとしては初となる国
際野球大会への参加が実現いたしました。初めての
国際大会に参加したネパールの選手・役員は、他国
との差を実感することとなりました。その中でも特
に感じたのがグラウンドの問題です。
当会は活動開始以来、ネパールでの野球交流を主
に学校のグラウンドで行ってまいりました。ただ
し、グラウンドとはいうものの、それは凸凹の空き
地といった感じのもので、野球をするには十分な環
境ではありません。グラウンドの周囲に塀は無く、
内野は畑、外野は道路に隣接しています。また、通
行人や牛が自由に通行するので、ボールにぶつかる
危険もあり、硬式ボールはあまり使えません。今回
の南アジア選手権でも、ネパール代表選手のほとんどが、パキスタンに来るまでは平坦なグラウンドで野球
をしたことがありませんでした。選手たちは、国際大会に出場したこともさることながら、平坦で安全なグ
ラウンドで野球ができたことにも喜びを感じていました。 このような経緯から、ネパール代表選手やネ
パール野球連盟を始めとしたネパール野球の関係者は、今後のネパール野球の発展のためには、グラウンド
の充実が必要であると改めて認識した次第です。
野球場といっても、日本のような立派なものが必要なわけではありません。まずは、安心して野球ができ
る場所が必要なのです。当会は現地関係者と協力しながら、ネパールでの野球場づくりが実現するよう尽力
して行こうと思います。

現地調査
現在、ネパール（ポカラ）で使用しているグラウンドはバル
バドラ・セカンダリー・スクール*所有のグラウンドです。
３塁側のファールゾーンにあたる場所は畑となっており、その
場所もバルバドラ・セカンダリー・スクール所有の土地です。
この度、ネパールでの野球場作りに向けた第一歩として、ヒ
マラヤン・ボランティア協会のラウ・スペディ氏にもご尽力い
ただき、同校所有のグラウンドおよび畑に野球場を作った場合
のグラウンドの大きさや費用などについて調査を行いました。
*セカンダリスクール：日本の小中学校と高校に当たる学校。

調査報告書

ラウ・スベディ氏の言葉
この本はネパールのBaseballのこと、Groundのこと
を いれてつくったものです。
みんなで やきゅう を ひろがること できたらいいなと
おもいます。
これからも みんなで がんばって いこう。

左：ラウ・スベディ氏
右：加藤直樹（当会スタッフ）

バルバドラ・セカンダリー・スクール

パダン・カリキ氏

バルバドラ・セカンダリー・スクールは、ポカラの玄関口アマシン・チョークから
南へ徒歩約４０分の場所にあります。
バルバドラ・セカンダリー・スクールの校長は、南アジア野球選手権に役員として
同行したパダン・カリキ氏で、地元の名士です。カリキ氏はカバディの国家代表だっ
た経験もお持ちで、スポーツにも力を入れておられます。
カリキ氏も「世界との差は野球に対する意識とグラウンドの差」と語っており、
「ベースボールパークを作るために協力していきたい」と意気込んでおられます。
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現地報告

２０１１年度より当会スタッフに加わった加藤直樹（４ページの写真参照）が２０１１年１０月に初めて
ネパールへ参りました。以下、加藤より現地の様子などについてご報告申し上げます。
昨年の１０月に約１ヶ月ほどネパールを訪れました。
そのうち約２週間ほど、現在関西独立リーグに所属するネパール
出身イッソー・タパ君の故郷でもあるポカラに滞在しました。
ポカラでは毎日朝は６時、夕方は１６時から１時間半ほど子どもや
青年たちが集まって野球をしています。とは言っても、グラウンドは
でこぼこの芝生地帯で、牛が何頭も寝転がってるような場所です。
道具も十分な数は揃っていません。
ただ、自分も一緒にキャッチボールやノック、ときにはバッティング練習をしましたが、予想以上の彼らの
上手さに驚かされました。個々人や年齢での差はありますが、中にはイッソー君のように将来性を感じる子も
何人かいました。そして何より、彼らはほんとに楽しそうに野球をします。キャッチボールだけでも真っ暗に
なるまでやり続けます。日本人である自分が相手になれば、「自分は速い球が投げられるんだぞ」という勢い
で一生懸命に投球してきます。バッティングでも勢いよくバットを振ります。日本人でもネパール人でも、速い
球を投げたい、遠くに飛ばしたい、野球が上手くなりたいという思いは同じだと強く感じました。しっかりと
した場所、道具、指導者といった環境さえあれば、彼ら は確実に上達していくと思います。
また、これまでラリグラスの会の活動の歴史を随所に感じることもできました。準備運動の際は「イチ、
ニッ、サン、シッ・・・」と一人を中心に円を作って体操をし、キャッチボールやノックのときは、「ナイス
ボール」や「ナイスキャッチ」はもちろん、「さあこい！」、「もういっちょ！」と日本語の掛け声まで飛び
交います。練習後に談笑してみれば、日本語の単語がちらほらと聞こえてきます。ラリグラスの会の活動は着実
にネパールに根付きつつあると実感し、自分もこのネパールでもっともっと野球の楽しさを伝えたいとの思い
を強くしました。
ネパールは世界最高峰エベレストを始め8000m級の壮大なヒマラヤ山脈と雄大な自然に囲まれた美しい国で
すが、不安定な政情やカースト制も未だに存在し解決しなければならない問題も数多く存在します。野球を通
じた交流が彼らに夢や目標をもつこと、あるいは人種や民族、身分や制度にとらわれずに一緒に活動する楽し
さやそこから生れる可能性、そういったものまで伝える事ができ、ひいてはネパールの発展にまで繋がること
を願っています。

ネパールで野球「ラリグラスの会」
加藤 直樹

ネパール野球が世界５５位に

ネパール野球連盟のホームページ開設

２０１１年１１月２日、ＩＢＡＦ（国際野球連盟）
の２０１１年度世界ランキングが発表され、ネパール
が初登場。順位は７２カ国中第５５位でした。
ＩＢＡＦ2011年度世界ランキング（男子）
１位 キューバ
２位 アメリカ
３位 韓国
４位 日本
５位 オランダ
：
２１位 パキスタン
：
３１位 スリランカ
：
３６位 アフガニスタン
：
５４位 ニューカレドニア
５５位 ネパール
５６位 アイルランド
：

２０１１年１０月にネパール野球連盟（Nepal Baseball
Federation）のホームページが開設されました。
http://www.nepalbaseball.org.np/ （英語）

活動の創始者 赤松弘章会長の言葉
１９９９年「これがボールです」から活動をはじめて、イッソー君の事にしても、世
界ランク５５位の事にしても、活動を始めたときにはまさかこのようになるとは思って
もいなかったです。応援していただいた皆様には感謝の気持ちでいっぱいです！
これからも原点を忘れず「野球から始まる笑顔」を第一に考え、ネパールに野球を広
めていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします！
５

日本での活動
野球道具の寄付受け入れ

本年度も、多数の方々から野球道具のご寄付をいただきました。ご寄付
いただいた野球道具は順次ネパールへ届けてまいります。

チャリティーライブ

２０１１年４月３日、大阪市のハウリンバーにて、ネパール野球支援の
ためのチャリティーライブが行われました。
大阪経済大学様からのご寄付

出演者の声
江頭 政二（ぼとるねっくえがしら）様
地道な活動が少しずついろんな人をまきこみ始めて、気が
つけば私も微力ながら応援するようになりました。２０１１
年１月、４月、２０１２年５月に世界の大衆音楽祭と銘打っ
て、ラリグラスの会の活動を支えるためのチャリティライブ
企画を行いました。
参加者が多くないので収益はそんなに集まりませんが、こ
れからもチャリティライブの企画などを継続していきたいと
思います。
チャリティーライブ

野球交流会

２０１１年８月２７日、支援者の皆様と野球の試合および親睦会を
行いました。

関西独立リーグ観戦ツアー

２０１１年９月２４日に三田市付近で開催。ビール工場見学や兵庫
ブルーサンダーズ対大阪ホークスドリーム戦観戦などを行いました。

プール学院大学学園祭

２０１１年１０月２３日、プール学院大学の学園祭にネパールカ
レーの模擬店を出店いたしました。尚、学園祭で行われた模擬店コン
テストで当会がグランプリを受賞しました。

関西独立リーグ観戦ツアー

ネパール野球同窓会

２０１１年１０月３０日、過去１４年間のプール学院大学ネパール
研修に参加された方々を集めた同窓会を行い、約２０名の同窓生の皆
様にご参加いただきました。

ワンワールドフェスティバル

２０１２年２月４日と５日に大阪国際交流センターで行われたワンワー
ルドフェスティバルに出展しました。今回の出展では、０６ブルズ関連の
内容を中心に紹介いたしました。

ワンワールドフェスティバル

報道機関等での紹介
朝日放送「ニュースゆう＋」（2011年5月23日）
スポーツニッポン（2011年7月4日）
ＮＨＫテレビ「ニューステラス関西」（2011年9月21日）
ＮＨＫテレビ「おはよう日本」（2011年9月28日）
ＮＨＫラジオ 「ヒンディー語国際放送」（2011年10月13日ほか）
東大阪バーチャルシティ http://www.h-osaka.com/ （2012年2月5日ほか）
独立リーグドットコム http://bb-nippon.com/ （2012年4月24日）
ＮＨＫテレビの取材

「いっぽ一歩 春号」（にほんご堺東会報誌）
「スポーツのひろば 11月号、12月号」（新日本スポール連盟機関誌）
その他、インターネットニュース、情報誌など多数。
６

会計報告

自 2011年4月1日

科目

収入

至 2012年3月31日

金額

2010年からの度繰越金

826,679

会員年会費

234,000

寄付・募金

258,410

イベント収入

191,898

その他雑収入

150,185

収入合計

1,661,172

報告書

85,980

ネパール野球活動資金
支出

974,908

イベント出展

29,470

その他雑費

86,272

支出合計

1,176,630

2012年度への繰越金

484,542
※ネパール野球活動資金の主なものは、イッソー・タパの来日に係る費用です。

2011年度ご協力者の皆様
青柳洪輔様
アムリット・ポカレル様
井添様
磯口邦彦様
板谷慶二様
稲田敏博様
稲場照顕様
井上修一様
内川昇治様
内浩子様
江頭政二様
岡嵜雄介様
岡部順子様
奥村純子様
北山邦雄様
工藤順子様
児玉様
篠浦泰三様
白草文子様
新改星太郎様
高田洋司様
高橋宏行様
竹渕久子様
D.M.ヒラチャン様
寺川克様
中野彰様
中野辰宏様
長町亜矢子様
名村剛一様
橋本守様
林暁美様
福原健太郎様 藤本信昭様
松尾眞行様
宮西由紀様
向田奈保様
村上隆行様
保田孝様
安原武男様
山川美紀様
和田早苗様
和田夏子様

アワツ様
石井愛子様
石毛博史様
石田尚久様
伊藤直樹様
伊藤久美子様 伊藤勇司様
糸賀恵理子様
井上祐介様
今在家裕治様 今村典良様
岩坂正雄様
大久保利也様 太田正美様
大津亜矢様
大村智道様
笠松規子様
荘英治様
加藤孝吉様
加羽千代美様
小林剛史様
酒井弘美様
佐土邦子様
サントス・ダハル様
ラウ・スペディ様
大洞裕和様
高崎紀子様
田中敬一様
クリシュナ・タパ様
ディワカジ・タパ様
寺田宗平様
寺元義人様
ナガイチヨコ様
永峰要一様
仲村新吾様
仲村陽子様
中本智志様
平泉由紀子様 平岡啓介様
平野明彦様
福田平様
松田浩志様
松本修平様
松本正様
宮田春香様
村上木綿子様 森田真弘様
守田麻由子様 森祐様
山口賢治様
山口裕亮様
吉田義男様
枠本匡史様

朝日放送様
株式会社Wood Stock様
大阪経済大学硬式野球部様
大阪ホークスドリーム関係者の皆様
オリックス野球クラブ様
上平商店様
関西独立リーグ関係者の皆様
近鉄ロジスティックス・システムズ株式会社様
ゴルカバザール様
新日本海新聞社（大阪日日新聞）様
新日本スポーツ連盟様
スポーツニッポン新聞社様
関口建材株式会社
06BULLS関係者の皆様
株式会社TATSUMI様
T&S様
中森工芸様
日本放送協会（NHK）様
Nepaya様
HOWLIN' BAR様
東大阪バーチャルシティ様
学校法人プール学院様
プール学院大学様
プール学院大学ミヅパ会様
ベースボールマガジン社様
HOTEL LAKE SIDE様
木製バット工房「匠」様
その他、当会を応援していただいた皆様、
ご協力ありがとうございました！

2012年度の主な予定
・イッソー・タパ選手一時帰国。現地で野球指導（５月～７月）
・ネパールでの野球道具配布。
・スタディーツアーおよび野球大会（９月）
・ＩＢＡＦ第17回ＡＡ級（１５歳以下）野球選手権。（１１月インド・カタク）
出場予定国：日本、台湾、インド、韓国、ネパール、パキスタン、フィリピン、タイ
・現地野球指導員の派遣
７

代表挨拶
ナマステ。いつも「ラリグラスの会」の活動に温かいご支援を賜りまして誠に有難うございま
す。「これがボールです。」からスタートした活動もおかげさまで１４年目に突入しました。こ
れまで応援してくださいました全ての皆様に深く感謝と御礼申し上げます。
昨年はネパール初のプロ野球選手イッソー・タパ君についてＴＶや新聞など数々のメディアに
も取り上げられ、有難いことにネパールの野球を知っていただくことにも繋がりました。イッ
ソー・タパ君が日本でプレーしたことは、本人にとってもネパールの野球にとっても大きな出来
事でした。今年は東大阪市の新球団「06BULLS」でプレーしています。たくさんの方に支えら
れ、野球選手としてここ数カ月でかなり成長したと思います。表情も野球への取り組み方も変
わってきました。イッソー・タパ君のプレーを見に一人でも多くの方に球場へお越しいただ
き、06BULLSを応援いただければ幸いです。
また、昨年発表された国際野球連盟（ＩＢＡＦ）発表の野球ランキングで、世界５５位としてネパールが初めてラ
ンクインしました。野球選手の育成や国際大会を目指すことが私たちの活動の理念ではありません。これまで「野球
から始まる笑顔」、「協働」をキーワードとし悩みながら活動を続けてきました。その結果、世界ランク入りしたこ
とは私たちを喜ばす非常に嬉しい出来事でもありました。
ネパールの野球は新たな展開を迎えようとしております。ネパールに存在しない野球場（平らなグラウンド）を作
ることを次の夢とし、引き続きネパール人と日本人の「協働」で夢に向かって活動を続けてまいります。皆様のご支
援・ご協力なしでは夢をかなえることはできません。ネパールで「野球から始まる笑顔」を更に広めていけるよう、
今後ともご支援・ご鞭撻賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ネパールで野球「ラリグラスの会」代表
小林 洋平

（ブログ）http://ameblo.jp/nepalbaseball/

会員募集

ラリグラスの会では会員を募集しております。入会のご希望、ご質問などがございましたら、メール、電話
にてお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
電話：090-3277-3145（小林洋平）

メール：nepal89ph@yahoo.co.jp

会員特典
・「ラリグラスの会」オリジナルグッズの進呈（一般会員および２口以上寄付された賛助会員の方）
・報告書の送付
・イベントのご案内 など

入会方法と会費
入会ご希望の方は当会まで住所、氏名、連絡先、会員区分、会費納入方法をご連絡の上、会費を納入してく
ださい。会費を振込で納入される場合は、下記の銀行口座または郵便振替口座へお願い致します。
★会員区分と会費：一般会員（6,000円）、賛助会員（3,000円）、学生会員（任意）
★振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 船場支店 普通口座 3984578 ネパール野球交流活動基金
郵便振替 口座番号：00940-6-316430 ネパールで野球「ラリグラスの会」

スタッフ募集
・国内運営スタッフ
毎月１回の定例会を開いております。興味の有る方は
お気軽にご参加ください。お気軽にお問い合わせください。

・野球指導員
★派遣期間
最長１０か月。ご相談に応じます。
★活動内容
ポカラの子どもたちへの野球指導、および現地指導者の育成（月曜日から土曜日の朝と夕方）。
ポカラ、カトマンズでの野球大会の企画、実施。
国際大会参加への準備活動。
★応募条件
２０歳以上の心身ともに健康な方で、野球が好きなこと。男女は問いません。無給での活動となります。

編集・発行：ネパールで野球「ラリグラスの会」

〒590-0114 大阪府堺市南区槇塚台4-5-1 プール学院大学ミヅパ会事務所内
http://www.nepalbaseball.net/ E-mail: nepal89ph@yahoo.co.jp

