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東北楽天ゴールデンイーグルスの野球教室にて

日本・ネパール野球交流プログラム2014
親善試合、プロ野球観戦、文化交流ほか
報道機関等による紹介
日本テレビ「Going! Sports&News」ほか
その他の活動

野球から広がる笑顔の輪

ご挨拶
いつもラリグラスの会に温かいご支援を賜りまして誠にありがとうござい
ます。「これがボールです」とゼロからスタートした活動も、2015年２月
で活動開始から丸１６年になります。これまで大きな事故もなく、発展的に
活動が続いているのも、ひとえに多くの関係各位の絶大なるご支援ご協力の
賜物であり、心から厚く御礼申し上げます。
さて、2014年度には活動１５周年を記念いたしまして、８月２１日から
９月１日の１２日間に渡り、ネパール少年野球選手団１６名を日本へ招待
し、「日本・ネパール野球交流プログラム2014」を開催いたしました。
プログラムの期間中、選手団は日本各地を回り、親善試合や合同練習、プロ野球観戦、バット工場見学
などを行いました。そして、それらの活動を通して、ネパールの野球少年たちは多くの事を学びまし
た。プログラムにご協力いただきました学校や企業、並びにラリグラスの会の会員の皆様など、全ての
皆様に感謝申し上げます。
当プログラムでは、今後のネパール国内での野球普及活動を考え、ネパールの各学校から１５歳以下
の選手９名を選出いたしましたが、活動を開始した1999年にはまだ生まれていなかった彼らががむ
しゃらに笑顔で白球を追いかける姿には、非常に感慨深いものがありました。彼らの野球にかける情熱
と純真さは素晴らしいものがあります。そしてその芽を大きく開花させるには、それぞれの更なる努力
や国内での普及活動、環境の整備などがとても大切な要素になってきます。今回のプログラムで学んだ
ことを次に繋げていかなければなりません。
山のように問題もありますが、活動スローガンでもある「野球から広がる笑顔の輪」をこれからもどん
どん広げていけるように関係各位とともに2015年度も活動を進めてまいりたいと存じます。2015年は
６年ぶりにネパール・ナショナル・チャンピオンシップを開催する予定です。皆様方におかれまして
も、より一層のご理解、ご支援、ご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会
ネパール野球連盟 名誉総裁

理事長

It is my immense pleasure to know that Club Laligurans is publishing a
Souvenir on the occasion of 15th Anniversary of introducing Baseball in
Nepal. I would like to congratulate you and your institution for your efforts to
establish baseball in Nepal. On this occasion, the contributions of Club
Laligurans for promoting and providing baseball gears together with fnancial
and moral support cannot be forgotten.
Baseball game in Nepal is being popularized. With the establishment of
Nepal Baseball Federation 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. 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.
Nepal Baseball Federation, President
Pradeep Shrestha
（日本語訳）
ラリグラスの会によりネパールに野球が紹介されてから１５周年となるこの機会に同会
が会報誌を発行することは、私にとって大きな喜びです。皆様がネパール野球を築き上げ
たご努力を嬉しく思います。ラリグラスの会が野球道具の寄付を始めとして、経済的、精
神的な貢献をされたことは、忘れられません。
野球はネパールでも広まりつつあります。ネパール野球連盟の設立とネパール・オリン
ピック委員会、南アジア野球連盟、アジア野球連盟および国際野球連盟との協力によりネ
パールでの野球普及のための組織的な努力がなされています。ネパール野球連盟はそう
いった熱意を持った個人や組織と協働することを常に望んでいます。今後ともご支援・ご
鞭撻をお願い申し上げます。
ネパール野球連盟会長
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プラディープ・シュレスタ

特集

日本・ネパール野球交流プログラム2014
2014年８月、ネパールの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こと
を目的に、「日本・ネパール野球交流プログラム2014」を開催いたしました。

プログラムの概要
１．主催

ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会

２．共催

一般財団法人 全日本野球協会

３．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、
プログラム案内冊子
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す。

４．協力団体
外務省、大阪経済法科大学、一般社団法人日本女子プロ野球機構、
東北楽天ゴールデンイーグルス、日本ポニーベースボール協会、東大阪市立縄手南中学校、
駒ヶ根市立赤穂中学校、駒ヶ根市立東中学校、松本市立信明中学校、ドリーム東大阪店、
ポカラダイニング、カトマンズ南浅間店、東大阪バーチャルシティ、ホテルセイリュウ、
バット工房「匠」、世界中に球音を響かせる会、大阪交野リトルシニア、ゴルカバザール、
株式会社ひとつながり、東大阪市準硬式野球部、株式会社エクススタッフ、
株式会社平安堂薬局、株式会社敬和、株式会社上平商店、街の自転車リコ鴫野店、
ラムシャンティ、兵庫西脇ポニーリーグ

５．日程
日付 Date

内容

8月21日(木)

・選手団関空着

8月22日(金)

・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）

8月23日(木)

・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

8月24日(日)

・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）

8月25日(月)

・松本市へ移動
・仙台へ移動

8月26日(火)

・震災被災地訪問
・東北楽天ゴールデンイーグルス訪問

・松本市立信明中学校訪問、交流会

・試合観戦（コボスタ宮城）

8月27日(水)

・東京へ移動

・プロ野球の練習見学、試合観戦（東京ドーム）

8月28日(木)

・関西へ移動

・バット工場見学（奈良）

8月29日(金)

・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）

8月30日(木)

・大阪観光

8月31日(日)

・大阪経済法科大学と交流

9月 1日(日)

・選手団関空発

・ネパール野球交流会（東大阪市・ホテルセイリュウ）
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活動の記録
８月21日（木）
選手の声

■到着
８月２０日にカトマンズを出
発。中国経由で関西国際空港に
到着しました。到着後は、宿舎
の大阪経済法科大学でオリエン
テーションを行いました。

関西国際空港

オリエンテーション

空港が海の上にありました。町や道路がとても奇麗でした。
（デブ・ブジェル）

８月22日（金）
■プール学院大学訪問
当会の活動が始まる切っ掛けとなったプール
学院大学（堺市）を訪問しました。また、同大
学の女子硬式野球部と練習を行ないました。

蔵田学長と

女子硬式野球部

■女子プロ野球観戦
わかさスタジアム京都で女子プロ野球の公式戦、フローラ対ディオーネを
観戦、試合中のイベントにも参加しました。
また、試合に先立ち、両チームおよび滋賀栗東ボーイズ硬式野球部からの
野球道具の贈呈式が行なわれました。
選手の声
投手は自分の投げたいように投げるの
ではなく、キャッチャーのサインを見
ながら投げていたのが印象的だった。
（ビカッシュ・ライ）

■バッティングセンターとプール
諏訪湖スタジアムへ行く途中にバッティング
センターやプールで運動しました。

選手の声

選手の声

バッティングセンターはネパールに
無いので、新しい経験ができた。
（プラティック・サルカー）

水泳は身体を鍛えるための
良い運動だと思う。
（アムリット・ネパーリー）
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８月23日（土）
■駒ヶ根市の中学生と親善試合

（駒ヶ根市はポカラの姉妹都市です。）

早朝に大阪を出発し、長野県駒ケ根市に向かいました。
駒ヶ根市では駒ヶ根市の中学生（東中学校、赤穂中学校）と親善試合を行ないました。試合に先立っ
て、駐日ネパール大使のバッタライ氏による始球式が行われました。
試合は２試合行なわれ、第１試合は東中学校とネパール選手団が対戦し、ネパールが４対２で勝利を収
めました。第２試合は赤穂中学校とネパール選手団の混成チームが２組に分かれて試合を行ないました。

駒ヶ根の選手たちが出迎え

試合開始

「こまかっぱ」も応援

ネパールが得点

選手の声
野球のグラウンドで初めて他のチームと試合ができて嬉し
かった。駒ヶ根の選手たちがとても友好的だった。
（アシシ・プン）
来賓の方々

■天竜かっぱ祭り

■ポカラダイニング

親善試合の当日は駒ヶ根市
が１年中で最も賑わう「天竜
かっぱ祭り」の日でした。夜
には、ネパール選手団も花火
大会を楽しみました。

駒ヶ根市での滞在中、
昼食はネパール料理店
「ポカラダイニング」で
お世話になりました。

８月24日（日）

■信濃グランセローズ

諏訪市の諏訪湖スタジアムで、プロ野球独立リーグ・ＢＣリーグの信濃グランセローズの試合を観戦
しました。また、ネパール代表選手のビム・タマンとアニール・パリヤーが試合前の練習に参加させて
いただきました。
今回の観戦に合わせ、信濃グランセローズはファンの皆様にネパールへのグローブの寄付を募ってお
られ、試合に先立って、その贈呈式も行われました。

選手の声

選手の声

日本のプロ野球の練習に参加でき
るなんて、夢のようです。
（ビム・タマン）

信濃の応援団は音が大きくて、
素晴らしかった。
（サフィル・シュレスタ）
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活動の記録
８月25日（月）
■松本市立信明中学校訪問 （松本市はカトマンズの姉妹都市です。）
松本市の信明中学校を訪問し、同校の生徒の皆さんと交流をしました。
歓迎式典の後、小グループに分かれて校内を見学、その後、松本城の見学
に行きました。

選手の声
信明中学校の生徒と友達
になれて楽しかった。
（サグン・キチャジュ）

８月26日（火）

■東北大震災の被災地訪問

名取市の閖上地区を訪問、東北大震災の被災地を見学しました。
選手の声
津波で流された人たちのことを
考えると悲しかった。
（スシル・パリヤー）

練習見学

■東北楽天ゴールデンイーグルス
楽天Koboスタジアム宮城で楽天イーグルスの練習
を見学、また、野球教室で指導を受けました。その
後、楽天対西武の試合を観戦いたしました。

野球教室

秋田佳紀 コーチ（左）

選手の声
球場が素晴らしい。こんなに大きな
球場で野球を観たことはなかった。
小さくてもいいから、ネパールにも
野球のグラウンドが欲しい。
（アムリット・ネパーリー）

則本昂大 選手

アンドリュー・ジョーンズ 選手

８月27日（水）
■全日本野球協会を表敬訪問
今回の交流プログラムを共催していただいている
全日本野球協会を表敬訪問いたしました。
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８月27日（水）
■東京ドーム

上重アナウンサーと再会

日本テレビ様のご協力により、東京ドーム内を見学、読売ジャイアンツ対
阪神タイガースの試合を観戦いたしました。また、試合前には東京ドーム内
を見学させていただきました。

阿部慎之助 選手

東京ドーム内見学

試合観戦

選手の声
屋根が付いている球場は初めてなので印象的だった。
阿部選手がホームランを打ってくれて嬉しかった。
（アソ・パリヤー）
試合観戦

８月28日（木）
■バット工場見学

奈良県へ移動。バット工房「匠」を見学しました。
選手の声
ネパールにもバット工場があ
れば、ネパールで野球をする
人がもっと増えると思う。
（サグン・キチャジュ）

８月29日（金）
■東大阪市の中学生と親善試合
東大阪市の花園セントラルスタジアムで
東大阪市の中学生選抜チームとの親善試合
を行ないました。試合は11対１で東大阪が
勝利を収めました。
選手の声
一生懸命プレーしたけど負け
てしまった。もっと練習しな
ければならない。
（スシル・パリヤー）

スジーワ主審（右）

■ＢＦＬ教育リーグ
午後からはＢＦＬ（ベースボール・ファースト・リーグ）の教育リーグ
の試合が行なわれました。元06BULLS投手のイッソー・タパが06BULLS
と１日限りの契約を交わし、BFLチームの先発投手を務めました。
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活動の記録
８月29日（金）
■０６BULLS野球教室

ＢＦＬの試合後は06BULLSによる野球教室が行なわれました。06BULLS
の村上監督（元近鉄）が投手となり、ネパールチームが順番にバッティングを
行ないました。

選手の声
06BULLSとの練習はとても
おもしろかった。一緒に練習
ができて良かった。
（プラティック・サルカー）

８月30日（土）
■大阪観光
大阪市の天保山ハーバー
ビレッジで観光。海遊館、
観光船サンタマリア、大観
覧車を楽しみました。

■交流パーティー
東大阪市のホテルセイリュウにて「ネパール野球
交流パーティー」を行ないました。パーティーには
123名の方々にご参加いただきました。

世界の大衆音楽
ぼとるねっくえがしら氏

８月31日（日）

特別ゲスト
村上隆行氏（元近鉄）

■大阪経済法科大学との交流
今回のプログラムでは宿舎の提供、学生ボランティアの帯同など、大阪経済法科大学にお世話になり
ました。この日は大阪経済法科大学の皆さんと草野球、野球部との合同練習、海水浴や花火などをして
楽しみました。
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ネパール選手団
副団長

団長（ネパール野球連盟会長）

(バルバドラ・セカンダリ・スクール校長)

プラディープ・シュレスタ

ナラヤン・バンダリ

Pradeep Shrestha

Narayan Prasad Bhandari

皆でネパール野球を発展させたい。

日本の良さを子どもたちに伝えたい。

監督

（ネパール代表主将、元06BULLS）

コーチ（ネパール代表選手）

イッソー・タパ

アニール・パリヤー
Anil Pariyar

Iswor Thapa

今後もネパール野球発展に尽くします。

これからも努力します。

コーチ（ネパール代表選手）

コーチ（ネパール代表選手）

ビム・タマン

ナワラジ・ブジェル

今回の経験を今後の指導に役立てる。

日本野球の素晴らしさを改めて実感した。

審判員（ネパール代表コーチ）

内野手

アビシェック・カリキ

アムリット・ネパーリー

実線での審判の経験を増やしたい。

阿部選手のように優しい人になりたい。

内野手

内野手

Bhim Bahadur Tamang

Nawaraj Bhujel

Abhishek Karki

13歳・ポカラ

Amrit Nepali

14歳・ポカラ

アシシ・プン

12歳・ポカラ

アソ・パリヤー

Ashish Pun

Ashok Pariyar

捕球や打撃をもっと練習したい。

ネパールにもグラウンドが欲しい。

投手

外野手

13歳・ポカラ

ビカシュ・ライ

12歳・ポカラ

デブ・ブジェル

Bikash Rai

Dev Bhujel

日本で投手の事をいろいろ学んだ。

もっと練習して上手くなりたい。

外野手

内野手

14歳・カトマンズ

12歳・ポカラ

プラテック・サルカー

サグン・キチャジュ

野球をする仲間を増やしたい。

一生懸命練習してプロになりたい。

外野手

捕手

Pratik Sarkar

Sagun Khichaju

14歳・カトマンズ

13歳・ポカラ

サフィル・シュレスタ

スシル・パリヤー

多くの人が支えているのを忘れない。

日本で学んだ事を仲間に伝えたい。

Saphil Shrestha

Sushil Pariyar
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報道機関等での紹介
日本テレビ「Going! Sports&News」
2014年４月２７日から４月３０日の４日間に渡り、日本テレビ
「Going! Sports&News」の取材班がネパールを訪れ、ネパール野球の
現地取材を行ないました。上重聡アナウンサーを含めた取材班には、
当会の小林理事長および鈴木事務局長も同行いたしました。ネパール
野球の模様は、日本テレビの特別企画「7Days チャレンジTV」の一環
として、５月３日と４日の２日間に渡り、同番組内の特集として放映さ
れました。
また、同番組には「日本・ネパール野球交流プログラム2014」も
取材していただき、その模様は８月３０日の「Going! Sports&News」
および９月７日（首都圏のみ）の「上田晋也＆亀梨和也のGoing!野球」
で放映されました。

その他の報道等
【テレビ】
６月 ８日 ＬＣＶ 「信濃グランセローズ対群馬ダイヤモンドペガサス」
８月２３日 エコーシティー駒ヶ根
８月２８日 テレビ大阪 「夕刊７チャンネル」
８月３１日 日本テレビ 「Going! Sports&News」
９月 ５日 ＮＨＫ（関西のみ） 「ニューステラス関西」
９月 ７日 日本テレビ（首都圏のみ）「上田晋也＆亀梨和也のGoing!野球」
９月１７日 ＮＨＫ 「おはよう日本」
【ラジオ】
３月 ９日、２６日 ラジオ大阪「朝かつ」
６月 ８日 エルシーブイＦＭ７６９
「信濃グランセローズ対群馬ダイヤモンドペガサス」
６月 e-yanラジオ（57回・58回放送、近畿大学）
【新聞】
４月１２日 信濃毎日新聞
７月 ５日 河内新聞
８月２２日 ホームタウン
８月２４日 信濃毎日新聞
８月２４日 長野日報
８月２５日 信濃毎日新聞
８月２６日 市民タイムス
８月２７日 日刊スポーツ
８月２７日 読売新聞
８月２９日 毎日新聞 大阪版
８月２９日 奈良日日新聞
９月 ６日 ニュースせんなん
９月２２日 コミュニティ2525

LCV（諏訪市）

【WEBニュース】
９月 ３日 TITAN HERALD
９月 ４日 Navin Sandesh
９月 ６日 東京ネパールドットコム
【雑誌】
９月３日 週刊ベースボール (9/15号) 「ベースボール・ファースト・リーグ」欄
その他、関係団体のホームページ等多数。また、各地での講演活動も行っております。
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その他の活動
ポニーベースボール協会アジア代表者会議
2014年１月１１日と１２日の２日間、ポニーベースボール協会のアジ
ア代表者会議がベトナムのホーチミンで開催され、ネパール代表団とし
て、小林理事長および鈴木事務局長が参加いたしました。ネパールは今
回が初参加となります。
会議では、アジア圏で開催されるポニーベースボールの大会日程の発
表などが行なわれました。また、ネパールは今回が初参加ということも
あり、鈴木事務局長がネパール野球の歩みなどを紹介するスピーチを行
ないました。

大阪経済法科大学
2014年２月１４日から１週間に渡り、大阪経済法科大学がネパールで
海外研修を行ないました。今回の研修は同大学にとって初めてのネパー
ル研修であり、その計画から実施まで当会も全面的に協力させていただ
きました。
また、同大学の学生は「日本・ネパール野球交流プログラム2014」に
もボランティアとして参加していただきました。
ネパール研修

研修に参加した学生の感想
ネパールの子どもたちの目の輝きがすごかったです。
とても楽しそうに野球をしている姿が印象的でした。
これから先も楽しさを忘れず野球に取り組んでいて
欲しいと願っています。
大阪経済法科大学

友利青海（２０）
日本・ネパール野球交流プログラム2014

ネパールでの活動
ネパールでは、今後の野球人口拡大を
目的として、小中学校への野球紹介活動
を行っています。イッソー・タパを中心
としたネパール代表選手が今まで野球が
行なわれていなかった学校を訪問し、野
球を紹介しています。

2015年度の活動予定
・ネパール国内での野球大会
・日本在住ネパール人への野球普及活動
・総会（12月）

・他団体との連携事業
・イベント出展、講演会
・ＭＬＢ訓練センターでのコーチ研修

編集・発行：ＮＰＯ法人 ネパール野球ラリグラスの会
〒536-0017 大阪市城東区新喜多東1-10-22-705
http://www.nepalbaseball.net/ E-mail: info@nepalbaseball.net
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