野球から広がる笑顔の輪
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シリクール・ラリグラス・フィールド竣工
既にご案内のとおり、昨年から具体的な計画が動き出していたネパールでの多目的グラ
ウンド建設事業ですが、途中、建設地の変更といった事態はございましたものの、４月か
らラリトプールのシリクール・スクールの土地で工事が始まりました。
そしてこの度、グラウンド建設が完了し、グラウンドの名称も「シリクール・ラリグラ
ス・フィールド（Shreekul Laligurans Field）」に決定いたしました。また、９月１５日
には在ネパール日本大使等の来賓をお迎えして開所式が行われました。
以下、開所式の様子などについてご報告申し上げます。

グラウンド開所式
開所式には駐ネパール日本大使の西郷正道氏（西郷隆盛氏の実弟・西郷従道氏の曾孫）、元大臣のパ
ムパ・ブサル氏らの来賓にご臨席いただいた他、野球の選手やネパール野球ソフトボール協会関係者、
シリクール・スクールの生徒など約６００名が参加いたしました。式典では、来賓による挨拶のほか、
子どもたちによる踊りの披露、西郷大使とネパール野球ソフトボール協会のアシット・ラナ会長による
始球式などが行われ、新しいグラウンドの開所が盛大に祝われました。

来賓挨拶

開所式の後は、子どもたちによる
試合が行われ、地元の子どもたちが
新しいグラウンドでのプレーを楽し
みました。
また、併せて、当会が運営母体と
なっている社会人公式野球チームで
あるナインフォースの藤森稔人監督
による野球指導も行われました。

テープカット

開所式後の試合
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西郷正道大使（中央）

藤森監督による野球指導

選手の声
グラウンド建設にも早くから関わっていて、新しいグラウンドで実際にプレーをしたサビン・
ネパーリー選手（１５歳）に感想をお聞きしました。

サビン・ネパーリー選手の感想
新しいグラウンドで野球ができてとても嬉しいです。ネパールに新しいス
ポーツを持って来てくれて、様々な事をしてくれたラリグラスの会に感謝し
ます。ネパールでもたくさんの子どもたちが野球をしています。
ネパールの子どもたちのために、グラウンドを作ってくださってありがと
うございます。このグラウンドでピッチングとかバッティングとか、いろい
ろな事ができるので、皆んなで頑張ります。そして、イッソーさんみたいに
なって、自分の国の名前を広めていきたいと思います。

鈴木事務局長の報告

開所式の様子は日本の新聞でも報道されま
した。（2018年11月9日・奈良日日新聞）

今回のグラウンド建設に際し、
私はネパールに長期滞在し、現地
での事業推進に携わってまいりま
した。
グラウンドの建設地が当初のポ
カラから変更になり、４月にラリ
トプールで工事が始まりました。
ただ、私をはじめとして当会の者
にとって建設工事は初めての経験で、不慣れなことも多くあ
りました。一方、現地の施工業者は野球についての知識があ
りません。それゆえ、お互いの意思疎通がうまくいかないこ
とも多々あり、また、雨天が続き工事が進まない時期もござ
いました。このように、様々な紆余曲折や困難はあったもの
の、グラウンドは竣工。無事に開所式を挙行することができ
ました。開所式とその後に行われた試合で子どもたちが嬉し
そうにプレーする姿を見て、嬉しさとともに安堵の気持ちで
一杯になりました。
残念ながら、今回はグラウンドの規模が当初の計画から縮
小される結果となりました。しかし、将来は、今回実現でき
なかった国際試合ができる球場の建設も視野に入ってくるこ
とでしょう。そういう意味では、規模が小さくなったこと
は、将来のより大きな成功を導くための良い土台作りとなっ
たと捉えたいと思います。
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グラウンド建設の仕上げ
グラウンド建設の仕上げとして、内野部分には赤土が敷き詰められました。また、レフト側の
ファールゾーンにはバッティングケージと投手用防球ネットが設置されました。最後に「Shreekul
Laligurans Field」のバナーが掲げられ、グラウンドの完成となりました。

ご支援者名の表示
グラウンドの入り口の門柱
には、このグラウンドが日本
とネパールの協力によって作
られたことなどを説明するた
めのプレートと併せて、2015
年のネパール大地震以降ご支
援いただいた個人・団体名を
記したプレートを設置いたし
ております。
ご支援いただいた皆様に感
謝申し上げます。

今後の展望
今回のグラウンドは本格的な野球場の広さはありませんが、他の
競技でも利用できたり、子どもたちが安心して遊べる多目的運動広
場となっており、災害時には避難所としても活用いたします。今後
は、このグラウンドを拠点として、ネパールのスポーツの発展に繋
げてまいります。また、今回は実現できなかった国際試合ができる
野球場の建設も視野に入れ、今後も現地の方々との「協働」で進ん
でまいります。

野球場の建設候補地を視察

日本国際協力システム
シリクール・ラリグラス・フィールドの建設には、一般財団法人日本国際
協力システム（ＪＩＣＳ)から建設費の一部として助成金を受けております。
ＪＩＣＳは主にＯＤＡの無償資金援助において、プロジェクトに必要な資
機材や役務の調達、施設建設案件の実務管理、資金管理を行っています。
また、国際協力の場で活躍する中小規模のＮＧＯ・ＮＰＯの発展のため、
活動事業に対して資金支援も行っています。

SPORTS FOR TOMORROW
今回のグラウンド建設は、「SPORTS FOR TOMORROW」の認定事業ともなっ
ております。「SPORTS FOR TOMORROW」は２０２０年の東京オリンピック開
催に合わせ、日本政府が推進するスポーツを通じた国際貢献事業であり、当会は
「SPORTS FOR TOMORROW」のコンソーシアム会員となっております。

４

+

,-./0⌫⇠1◆

８月１日から８月９日に渡り、島根県松江市で「第２８回世界少年野球大会 松江大会」（ＷＣ
ＢＦ）が開催され、ネパールも参加いたしました。ネパールの参加は２０１３年以来５年ぶり２
回目で、今回は、ネパール野球ソフトボール協会のビピン・バジラチャルヤ氏を団長として、カ
トマンズ周辺のチームから選ばれた１０歳と１１歳の５名の男子選手が来日し、野球教室や交流
行事に参加いたしました。

大会概要
日程：２０１８年８月１日から８月９日
場所：島根県松江市
主催：財団法人世界少年野球推進財団（WCBF）ほか
参加国：台湾、チェコ、ドミニカ共和国、フィジー、
アイルランド、韓国、マレーシア、モンゴル、
ネパール、ルーマニア、タンザニア、ウクライナ、
アメリカ、日本
内容：国際野球連盟選任のコーチによる野球教室、
国際交流試合、交流行事

開会式

世界少年野球大会

ネパール選手団
ビピン・バジラチャルヤ（団長）
クナル・ケーシー
ユニシ・チャタル
アニケト・ラジカニカ
バダル・ラナ
キスマト・ケーシー

全日本野球協会の山中会長と
ネパール選手団

王貞治氏、ハンク・アーロン氏の提唱により始まっ
た大会で、野球を正しく全世界に普及・発展させると
ともに、世界の子どもたちが友好・親善を深めること
を目的として開催されています。大会は年１回開催さ
れ、毎年十数カ国から少年選手を招いて野球教室や国
際交流試合を行なっています。

野球教室の様子（１）

野球教室の様子（２）

ビピン・バジラチャルヤ団長の言葉
まずは、私たちを温かく迎えていただい
たＷＣＢＦの関係者の皆様に感謝申し上げ
ます。子どもたちを連れて外国へ行くのは
初めての経験でしたが、日本の方々の勤勉
さや思いやりには、感銘いたしました。そ
して野球教室で子どもたちはコーチに丁寧
にご指導いただき素晴らしい時を過ごしま
した。スタッフの方も大変良くお世話して
いただき、子どもたちは慣れない環境での
不安や緊張感を和らげることができました。
ネパールにこのような素晴らしい経験をする機会を与えて
くださったＷＣＢＦに重ねて感謝申し上げます。私たちは野
球を愛しています。

野球教室の様子（３）

ＷＣＢＦの王理事長（中央）と
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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。

第45回（2018年10月26日掲載）
「ネパールのソフトボール」
2020年、東京オリンピックで野球・ソフトボールが１２年ぶりに五輪舞台に戻る。近年、ネパール
では野球だけではなく、ソフトボールにも力を入れている。昨年１月からは女子ソフトボールのコーチ
としてＪＩＣＡ青年海外協力隊から三浦ひろみ氏（武庫川女子大ソフトボール部出身）が派遣されてお
り、ソフトボールの技術指導や普及活動にあたっている。先月、私がネパールを訪れた際に彼女のネ
パールでの活動の様子を垣間見ることができた。そこで今回は、ネパールのソフトボールについて紹介
する。
ネパールでのソフトボールは普及の初期段階ということで、競技人口はまだまだ少なく、学校でソフ
トボールを紹介するなどして普及に努めている。今回、私が見たのはそうした活動の一環で、この日、
三浦氏は首都カトマンズ市の中心部から東へ１２km離れたところにあるバクタプル市で子どもたちに
指導をしていた。参加していた子どもたちは８歳から１８歳くらいとのことであった。ここで指導する
のは今回が２回目ということで、実際のソフトボールではなく、プラスチック製の軟らかいボールを
使って試合形式の練習を行いながら、ルールの定着を図っていた。三浦氏の的確な指導もあって、２回
目の練習とは思えないほど子どもたちのルールの飲み込みが早く、「すごく楽しい！もっとやりた
い！」とグラウンド中が笑顔で溢れていた。
一方、まだまだ競技人口の少ない中で、中心となっているのが武装警察とネパール国軍の女子選手で
ある。武装警察とネパール国軍には女子ソフトボールチームがあり、日常的に練習が行われていて、三
浦氏もその指導にあたっている。男子の野球と同様、武装警察とネパール国軍は女子の訓練の一環とし
てソフトボールを取り入れている。

また、技術指導の一環として、去る７月下旬には三浦氏の引率の下3名の女子選手が来日し、１２日
間に渡りソフトボールのトレーニングを行った。選手たちは日本滞在中に高校や実業団チームの練習に
参加した他、甲子園球場でプロ野球を観戦したり、千葉県で開催されていたソフトボールの世界選手権
を観戦したりするなど、ネパールではできない貴重な体験をした。
三浦氏は言う「ソフトボールのチーム数はまだ少ないし、もっと女子選手を参加させたいです。環境
を整えることができれば、より多くの選手が参加できると思います。日本へ行った選手たちも、自分た
ちがしっかりやれば、世界選手権のような大会に出られると感じています。そのためにも、ネパールの
ソフトボールの組織をより良いものにしていきたいです。」
三浦氏の今後の活躍に期待するとともに、野球だけでなく、今後のネパールのソフトボールにも注目
していただきたい。
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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41回（2018年7月2日掲載）
「東京オリンピックへの道のり」
前回のコラムで紹介したとおり、４月にインドで行われた「PRESIDENTIAL CUP」で２位となった
ネパールであるが、その後も盛り上がりを見せている。先日は、ネパールのスポーツ専門テレビ局であ
る「ACTION SPORTS」でネパール代表チームを特集した番組が放送された。ネパールでこのような野
球の番組が放送されるのは稀有なことである。また、ネパール東部のマクワンプル郡に新たな野球団体
が設立され、ネパール野球ソフトボール協会の役員やネパール代表選手も交えて設立式典が行われると
いった新たな展開も見せている。そして、６月１日に発表された世界野球ソフトボール連盟（WBSC）
の世界ランキングは前回の７３位から６２位へと上昇した。
そんな代表チームが次に出場する国際大会は来年の西アジアカップとなる。この大会は、2020年の東
京オリンピックにつながる大会でもある。東京オリンピックで復活を果たした野球ではあるが、出場枠
は６か国と少ない。日本は開催国として出場が決まっているので、残りの５つを世界中で争うこととな
る。そこで今回は、オリンピック出場への道のりを紹介したい。
既にＷＢＳＣから発表されているが、
オリンピックの予選となる大会は以下
の４つである。
・プレミア１２（2019年11月開催）
・アフリカ/ヨーロッパ予選
・アメリカ大陸予選
・インターコンチネンタル予選
まずは、プレミア１２で２か国が決まり、その後、アフリカ/ヨーロッパ予選およびアメリカ大陸予選
で各１か国が決まり、インターコンチネンタル予選で最後の１か国が決まる。アジアに関して言えば、
プレミア１２とインターコンチネンタル予選がオリンピックの出場国を決める予選となる。しかし、両
大会に出場するためには、それまでにも様々な大会を勝ち抜く必要がある。
まずプレミア１２であるが、この大会には2018年の最後に発表されるＷＢＳＣ世界ランキングの上位
１２か国が出場する。ＷＢＳＣ世界ランキングは過去４年間のＷＢＳＣ公認の国際大会の成績によって
決められている。４月のPRESIDENTIAL CUPもそのひとつであった。しかし現在、ネパールは62位で
あり、プレミア１２への出場は現実的ではない。
従って、ネパールにとって残された道はインターコンチネンタル予選ということになる。アジアでは
２年に１度「アジア野球選手権大会」およびその前段として東アジアと西アジアの２地区に分かれて
「東アジアカップ」と「西アジアカップ」が行われている。次回、2019年のアジア野球選手権大会はイ
ンターコンチネンタル予選への出場国を決める大会でもあり、大会の上位２カ国（既にオリンピック出
場を決めている国を除く）がインターコンチネンタル予選に出場する。また、前回のとおりであれば、
アジア野球選手権大会は東アジアカップと西アジアカップそれぞれの開催国および優勝国に日本、韓
国、台湾、中国を加えた計８か国で争われる。
間もなく６月２４日から２８日にかけて香港で東アジアカップが開催される。また、９月には西アジ
アカップの日程が決まる。多くの国々にとっては、これらの大会がオリンピックにつながる第一歩とな
る。ネパールがオリンピックに出場するには、西アジアカップ開催国枠を得る以外では、大会を優勝
し、アジア選手権を勝ち抜き、更にインターコンチネンタル予選で優勝する必要がある。すなわち、ネ
パールにとっては、来年の西アジアカップが実質的な１次予選といっても過言ではない。プレミア12に
してもインターコンチネンタル予選にしても今のネパールにとってはこの上なく厳しい道のりである。
しかし、東京オリンピックのみならず、その後のネパール野球の発展のためにも関係者はネパールでの
グラウンド建設も進めている。今後のネパール野球の動向に注目していただきたい。
７
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2018年12月15日から２日間に渡り、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・タパ氏やナインフォースの選手らを指導者とした「ネパール交流野球大会」開
催されました。この野球教室は、2020年に東京オリンピックを控え、野球を通じて子どもたちに
国際感覚を養ってもらおうと、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４回目となります。
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：2018年12月15日、16日
■会場：東京都板橋区立舟渡小学校
■講師
イッソー・タパ氏
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

参加者の感想
舟渡ベースボールクラブ・西輝道監督
いつも教えている子どもたちが、ネパールの人などといった、いつもとは違う指導
者に指導してもらって、子どもたちも楽しく野球をやらせてもらっています。
皆さんの指導方法も、子どもたちが普段やっているものとは違っていて、遊び感覚
を取り入れたり、体力作りを学んだりすることができて、とても良いと思います。
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楽天イーグルスとの育成試合
2018年6月30日から２日間に渡り、楽天イーグルスの練習場、仙台のウェルファムフーズ森林どりスタ
ジアム泉で楽天イーグルスのファームチームと北海道ベースボールアカデミー（出合祐太代表）の育成試
合が行われました。
北海道ベースボールアカデミーは当会とも協力関係にあり、昨年はニスチョル・ケーシー選手が約３ヶ
月間に渡り同アカデミーで研修を行いました。そして今回、イッソー・タパ投手が同アカデミーの選手と
共にこの試合に出場いたしました。
イッソー・タパ投手は７月１日に行われた試合の６回から登板し、２イニングを投げ、１イニング目こ
そ１点を奪われたものの、２イニング目は０点に抑えました。

イッソー・タパ投手の感想
「自分のピッチングがどこまで通用
するか不安だったけど、２つのダブル
プレーが取れたし、ピンチになっても
落ち着いてピッチングができたかなと
思います。とにかくめちゃくちゃ楽し
かったです。」
イッソー・タパ投手の投球

オコエ選手と

ファンケル・キッズ・ベースボール
2018年10月13日、豊中市の豊中ローズ球場で報知新聞社主催の
野球教室「ファンケル・キッズ・ベースボール」が開催されまし
た。この野球教室では使わなくなった野球道具を回収し、道具が不
足している世界の国へ道具を寄贈することを目的の一つとして掲げ
ております。
今回の野球教室で集められた野球道具の一部はネパールにもご寄
付いただけることとなり、総監督の原辰徳氏から道具を受け取らせ
ていただきました。また、当日の模様は11月2日のスポーツ報知に
掲載され、ネパール野球についても紹介がされております。

原辰徳氏から野球道具を受け取る

報知新聞社様、ファンケル様をはじめ、道具をご協力いただいた
全ての皆さまに感謝申し上げます。

kokoka京都市国際交流会館オープンデイ
2018年11月3日にkokoka京都市国
際交流会館で開催された「kokokaオー
プンデイ2018」にブース出展いたしま
した。
kokokaオープンデイは京都市国際交
流協会が毎年開催している多文化共生
をテーマにしたお祭りのようなイベン
トです。本年は約１万人の来場者があ
りました。
また、本年８月には、同協会発行の外国人向け情報誌「Life in Kyoto」で当会が紹介されました。
なお、同誌は京都市国際交流協会のホームページでも公開されています。
http://lik.kcif.or.jp/archives/1808/08_2018ja.htm#4（日本語）
http://lik.kcif.or.jp/archives/1808/08_2018ja.htm#4（英語）
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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。

第５回紀南ベースボールフェスティバル
2018年11月23日に和歌山県みなべ町の千里ヶ丘球場で「第
５回紀南ベースボールフェステイバル」が開催され、ナイン
フォースも出場いたしました。大会には、近畿各地から３チー
ムが出場し、ナインフォースは準優勝いたしました。
決勝戦は、序盤の劣勢から追い付き９回に逆転するも、その
裏に失点し１０対９のサヨナラ負けという結果になりました。
また、５安打の本間選手、３安打の廣井選手、逆転打を含む２
本の長打を打った藤森選手が試合の個人賞に選ばれました。
その他、今回はホームラン競争のイベントもあり、ナイン
フォースの中西選手が優勝いたしました。

選手名鑑
以下にナインフォースの選手、コーチ、マネージャーを
ご紹介いたします。

✏

監督・内野手・
外野手・投手・捕手

35歳

内野手

23歳

藤森 稔人（ふじもり としひと）

深見 淳真（ふかみ じゅんしん）

上野高校 − 同志社大学

東福岡高校 − 龍谷大学

✏ 外野手

23歳

外野手

15歳

高司 健太（たかじ けんた）

佐藤 健太郎（さとう けんたろう）

豊田高専高校 − 京都工芸繊維大学

同志社香里高校

⌦ 内野手

33歳

↵ 外野手

31歳

森本 龍滋（もりもと たつじ）

中筋 勇一（なかすじ ゆういち）

桃山学院高校 − 滋賀県立大学

東住吉工業高校 − 奈良大学

内野手

28歳

% 投手

17歳

曽我部 泰輔（そがべ たいすけ）

内野 遼大（うちの りょうだい）

金光八尾高校

上宮太子高校
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投手・内野手

⌦ 外野手

28歳

16歳

河波 泰淳（かわなみ たいじゅん）

岡山 陽太（おかやま ようた）

北陵高校 − 立命館大学

晴明高校

↵ 投手

投手・外野手

36歳

岩瀬 陽太（いわせ ようた）

帰依 龍也（きえ りゅうや）

北摂三田高校 − 龍谷大学

沖縄尚学高校 − 龍谷大学

捕手・内野手

✏ 外野手

25歳

前川 真澄（まえかわ ますみ）

森島 瑠惟（もりしま るい）

八尾翠翔高校 − 大成学院大学

佐久長聖高校 − 立命館大学

外野手

⌦ 内野手

23歳

23歳

19歳

40歳

岡本 翔太（おかもと しょうた）

曽束 智之（そつか ともゆき）

信楽高校 − 近畿医療専門学校

桃山高校 − 奈良産業大学

⌘ 内野手・外野手

✏✏ 投手

25歳

23歳

中西 達哉（なかにし たつや）

坂口 純弥（さかぐち じゅんや）

伊賀白鳳高校

八尾翠翔高校

✏⇣ 外野手・コーチ

30歳

投手・内野手

山脇 佑介（やまわき ゆうすけ）

本間 怜人（ほんま れなと）

明石城西高校 − 大阪市立大学

茨木高校 − 京都工芸繊維大学

⇣ 投手・外野手

↵⇣ 投手・内野手

40歳

22歳

48歳

廣井 利光（ひろい としみつ）

尾崎 泰裕（おざき やすひろ）

天理高校 − 天理大学

美原高校 − 大阪産業大学

⇣⇣ 投手

✏

30歳

コーチ

59歳

イッソー・タパ

葛西 昭治（かっさい しょうじ）

シカ・カリカ・モルティブル大学

津高校 − 京都大学

↵✏ マネージャー

内野手

23歳

28歳

平松 龍矢（ひらまつ たつや）

福原 知奈美（ふくはら ちなみ）

柏原東高校 − 履正社スポーツ専門学校
Manly Eagles（オーストラリア）所属

茨木高校 − 大阪教育大学
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ご挨拶

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２０１８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、かねてよりラリトプールに建設中でございました安全に様々なスポーツがで
き、災害時の避難所として使用できる多目的グラウンド「シリクール・ラリグラス・
フィールド」が、９月に完成いたしました。
本グラウンド建設に関しましては、当初から建設地や規模の変更など紆余曲折がご
ざいました。ご支援者の皆様にはご心配をお掛けいたしましたが、おかげさまで、グ
ラウンドは無事完成し、去る９月１５日には開所式を挙行することができました。私
も開所式に出席いたしましたが、地域の住民や子どもたちがグラウンドの完成を喜ん
でいる姿を見て、大変嬉しく思いました。２０１５年の大地震の際には、グラウンド
が建設されたラリトプールも被災地となりましたが、その被災地にグラウンドが作ら
れたことには、大変意義深いものがございます。

また、ケシャブ・タパ氏をはじめとして、このグラウンド建設には建設地となったシリクール・スクールの関係
者が多く関わっております。また、当会の鈴木事務局長も長期に渡って現地に滞在し、建設に携わってまいりまし
た。他にも、ネパールの野球を何とか盛り上げたいという思いを持つ人々が関わって、グラウンドは完成いたしま
した。これまでご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
さて、２０１９年は当会の活動が始まって２０周年という節目の年に当たります。１９９９年９月８日に何も無
い、野球人口ゼロのところから始まったネパール野球ですが、この２０年間、私たちは現地の方々の自立した運営
を目指して、活動を続けてまいりました。まだ完全な自立は難しい状況ではございますが、野球に対して熱意を
持った人々は着実に増えております。こういった人たちが、ネパール野球を広めていく上での大きな力となってお
ります。また、日本には８万６千人を超えるネパール人の方々が住んでおり、その数は増え続けております。今後
は、そういう方々も巻き込んでネパール野球の発展に繋げていきたいと思います。
また、２０１９年には、東京オリンピックの実質的な１次予選となる西アジア野球大会が、スリランカで開催さ
れます。当会の活動当初、オリンピック出場も夢のひとつでありました。活動２０周年の節目でオリンピックへの
挑戦は感慨深いものがあります。オリンピック本戦に出場することは難しいですが、それに挑戦できることは、ネ
パール野球にとって大きな一歩であります。西アジア野球大会に関しましては、次回の報告書でご報告申し上げま
す。
２０１９年度も様々な活動を行ってまいります。また、２０周年という節目を迎え、活動の転換期としたいとも
考えております。今後とも何卒よろしく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

理事長

ひとりでも多くの方のご協力をよろしくお願い申し上げます。
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。

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
【銀行】三菱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

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。

編集・発行：ＮＰＯ法人ネパール野球ラリグラスの会
〒536-0016 大阪市城東区蒲生１丁目１０－５ Ｆ－ＣＵＢＥビル ２０２号
http://www.nepalbaseball.net/ E-mail: info@nepalbaseball.net

