


２ 11



３10



変更の背景

 前述いたしましたとおり、当初の計画を策定するにあたり、当会ではポカラ以外にもいくつかの候補地
について検討いたしておりました。候補地の検討にあたっては、ネパールの元大⾂であるパムパ・ブサル
⽒から紹介を受けるなど、様々な⽅々のご協⼒を賜りました。その中で、今回、シリクール・スクールの
土地にグラウンドを建設するに⾄った背景を以下にご説明申し上げます。

（２）広さ

 今回の変更後のグラウンドは、変更前のポカラのグラウンドに対してはか
なり狭くなっています。代表チームが練習するには⼿狭かもしれませんが、
他の候補地に関しても、似たような広さでございました。
 ただ、本事業は、野球代表チームだけのものではなく、本事業には⼦ども
たちが安全に遊んだりスポーツをする場所の整備という目的がございます。
写真はシリクール・スクールの校内の様⼦ですが、ネパールの学校はこのよ
うに狭い場所が多く、⼗分にスポーツを⾏える環境にはありません。

（３）⼯事の現実性

 前記のパムパ・ブサル⽒からご紹介いただいた場所は、学校の敷地内にあり、シリクール・スクールよ
りは広い⾯積を持っておりましたが、グラウンド建設のためには敷地内の設備を多く取り壊す必要があり
ました。また、他の候補地では、土壌が多量の⽔分を含んでおり、グラウンドとして整備するにのは不適
当でありました。その中で、シリクール・スクールの土地は土壌や周辺環境の観点から施⼯の現実性が最
も⾼い状態でございました。

（４）関係者の熱意

 当会が何より重視いたしましたのは、関係者の熱意でございます。グラウンドに適した場所は、時間を
掛けて他の地域を探せば有るかも知れませんが、野球が普及していない地域にグラウンドを作ることは意
味がございませんし、⾸都近郊に作ることで、ネパール野球の関係者にとっては自分たちの⼒でグラウン
ドを運営・管理していけることとなります。そして何よりも、野球に対して熱意を持った⼈物のいるポカ
ラやラリトプールといった場所にグラウンドを作るべきと考えております。今回のシリクール・スクール
の土地に関しては、ケシャブ・タパ⽒およびシリクール・スクールが大変な熱意を持って取り組んでお
り、当会も彼らの熱意を後押ししたいと考えるとともに、これまで１９年間に渡る当会の活動で築かれた
ネパールの関係者との繋がりも考慮し、今回の決定に⾄りました。

 また、本事業には防災対策という位置付けもございます。２０１５年の大地震では、この地域でも多く
の犠牲者が出ました。グラウンドを避難所として活用することも本事業のひとつの目的となっています。
代表チームの練習場としては⼿狭ではございますが、その他の目的には叶うものと考えております。最初
は⼩さな場所であっても、これを第⼀歩とし、今後、各地に広げていきたいという希望も持っています。

（１）⼯期

 明確な時期は未定ですが、来年の早い時期には2020年の東京オリンピックの予選につながる⻄アジア野
球大会の開催が予定されております。本事業はこの大会のことも考慮し、本年中にグラウンドを建設する
ことを目的としています。また、先般インドで⾏われた国際大会においてネパールは２位となりネパール
国内は盛り上がりましたが、打撃⼒の不足は否めず、ネパール野球関係者の間では⼈が投げたボールを打
つ練習を積みたいとの思いが⼀層⾼まり、少しでも早くそのような場所を作りたいとの思いが強くなりま
した。なお、インドでの大会については、侍ジャパン公式サイトのコラムでも紹介しておりますので、ご
⼀読いただければと存じます。

 http://www.japan-baseball.jp/jp/news/press/20180508̲1.html

 更に、ネパールでは６⽉から９⽉上旬までが⾬季となっております。⾬季に⼊りますと、⼯事の進⾏が
益々遅れることが予想されます。また、１０⽉・１１⽉はダサインやティハールといった大きな祭りがあ
り、これらも⼯事の進⾏を遅らせる要因となります。関係者としては、９⽉に代表選⼿の選考を⾏い、来
るべき⻄アジア野球大会に備えたいとの思いを持っており、早期に⼯事を進める必要がありました。シリ
クール・スクール以外の候補地では、これから具体的な計画の⽴案が必要であり、早急な着⼯が可能な場
所はございませんでした。
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新聞での紹介

2017年12⽉26⽇ ⽇本経済新聞

シベンドラ・カリキ⽒
（シリクール・スクール校⻑）

ケシャブ・タパ⽒
（ラリトプール野球ソフトボール協会代表）

今回のグラウンド建設についても含め、当会が新聞でも紹介されました。

関係者の声

 グラウンドを作ることができて大変嬉しいです。野球はネパールに
とって新しいスポーツです。その野球を当校そしてネパールに広めたい
と思い、このグラウンドを作ることにしました。地域住⺠の皆さんも、
驚きと期待を持ってこのグラウンドに注目しています。グラウンドが完
成したら、当校だけでなく、様々な皆さんに活用していただいて、ネ
パールの野球、スポーツの発展につなげていきたいと思います。
 グラウンド建設にご協⼒いただいた皆様に感謝申し上げます。

 昨年３度⽇本に⾏き、野球について学びました。その中でも、⽇本に
は整備された野球のグラウンドが数多く存在していることに驚くととも
にネパールにグラウンドが無いことを痛感しました。そこで、今回私が
コーディネーターを務めるシリクール・スクールの土地にグラウンドを
作ることといたしました。このグラウンドがネパールのスポーツの発
展、そしてネパールと⽇本の友好の輪を広げることに繋げていきたいと
考えています。

５

PRESIDENTIAL CUP

 ２０１８年４⽉２２⽇から５⽇間に渡り、インドのグワーハー
ティーでプレジデンシャル・カップが⾏われ、ネパールも参加い
たしました。昨年の⻄アジア野球大会から約１年ぶりの国際大会
出場となるこの大会で、ネパールは４チーム中２位という成績を
収めました。以下、今回の大会についてご紹介いたします。

大会概要
■大会名：PRESIDENTIAL CUP

 (Premier International Baseball Championship 2018)
■開催⽇：２０１８年４⽉２２⽇から４⽉２７⽇
■主 催：インドアマチュア野球連盟
■会 場：インディラ・ガンジー陸上競技場（インド・グワーハーティー）
■参加国：インド、バングラデシュ、ネパール
     （インドからは、「インド」および「インドＡ」の２チームが出場）
■試合⽅式：４チームによる総当たり戦と上位２チームによる決勝戦

大会結果
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決勝戦 ネパールインド 14 - 4

■選⼿の声

プラシャナ・
シャーキャ選⼿

 準優勝することができて嬉し
いです。それと、インドのグラ
ウンドは素晴らしかったです。
ネパールにも良いグラウンドが
あれば、もっとバッティング練
習もできるし、もっと強くなれ
ると思いました。

大会後の展開ベストナイン

 試合後の閉会式においてベストナインが選
出され、ネパールからは、これまで⽇本のメ
ディアでも何度か取り上げられた捕⼿のサグ
ン・キチャジュ選⼿が唯⼀選出されました。

■サグン・キチャジュ選⼿の⾔葉

 国際大会にデビューを果たすとともに、ネ
パールは準優勝、ベストナインにも選ばれて
私にとって大変素晴らしい大会となりまし
た。皆さんに感謝します。

 大会終了後、代表チームの大会へ向けた練習の様⼦がネ
パールの２４時間スポーツ専門テレビ局「アクション・ス
ポーツ」の番組「Sports Story」で紹介されました。
 ⼀⽅、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、設⽴式典が⾏われました。
 ネパール野球はネパール野球ソフトボール協会を中⼼とし
てネパール側の自らの⼿で新たな活動が展開されいます。
 なお、本年６⽉１⽇に発表された最新のＷＢＳＣ世界ラン
キングでネパールは６２位（前回７３位）となりました。

８



ご支援のお願い
 前回のご報告内容から計画が変更となってしまい、ご協⼒いた
だいた皆様には大変申し訳なく存じております。
 おかげさまで、ラリトプールでのグラウンド建設⼯事は無事始
めることができました。当初の計画よりグラウンドの規模は⼩さ
くなりましたが、これは第⼀歩であり、関係者⼀同はこれにとど
まらず、今後も更なる発展を目指してまいります。
 皆様には、今後ともネパール野球に対するご支援のほど何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

ケシャブ・タパ⽒
 ラリトプールでのグラウンド建設には、シリクール・スクールのスポーツ部門のコーディネーターで、
ラリトプール野球ソフトボール協会の代表者でもあるケシャブ・タパ⽒が大きく関わっております。以
下、ケシャブ・タパ⽒についてご紹介いたします。

ブ・タパ⽒もネパールにグラウンドが無いことを憂慮
しており、自らグラウンドを作ることを計画いたしま
した。当会としても、ケシャブ・タパ⽒の熱意を後押
ししたいと考え、今回、当地でのグラウンド建設を進
めるに⾄りました。

 また、ケシャブ・タパ⽒は、昨年は３度来⽇し、⽇
本の野球を学んでいます。

 昨年１⽉には、侍ジャパン⼥⼦チームの監督である
橘⽥恵⽒が監督を務める履正社医療スポーツ専門学校
および履正社⾼等学校の⼥⼦硬式野球部の練習に参加
するなどいたしました。期間中は天候に恵まれず、グ
ラウンドは使えませんでしたが、グラウンド脇や室内
など狭い場所でもできる練習⽅法を学びました。な
お、ケシャブ・タパ⽒は後に１１⽉にも同校を訪れて
おります。その他、阪神タイガースにご協⼒いただ
き、甲⼦園球場の視察も⾏いました。

 そして、帰国後には自らが運営するホステルの敷地
内にある１７m四⽅程度の空き地にネットを建て、代
表選⼿も交えて⼦どもたちと練習を⾏うほどの熱の⼊
れようでした。ネパール代表チームも、昨年の国際大
会の際には練習場所が無く、ここでも５⽇間の練習を
⾏いました。

  また、５⽉にはシリクール・スクールの⽣徒３名を含む５名の少年選⼿とともに福岡に⾏き、そこでの
研修に参加。ヤフオクドームの⾒学などを⾏いました。さらに１１⽉には全⽇本野球協会を訪問したり、
野球教室や⼩学校での講演を⾏いました。その他、１２⽉には⾹港で国際大会が⾏われ、ネパールも出場
する予定でした。ビザの⼿続きの問題で、ネパールの出場は叶いませんでしたが、彼は代表チームの監督
を務める予定でした。

 上記のようなケシャブ・タパ⽒は⼦どもたちか
ら大⼈までの野球を応援しているネパールでは稀
有な⼈物です。彼の熱意が、今回のグラウンド建
設にもつながっている訳であり、当会といたしま
しても、彼とともにネパールの野球を発展させて
いきたいと考えております。

全⽇本野球協会野球教室

⼯事の様⼦

シリクール・スクールの紹介

 ケシャブ・タパ⽒はネパールのスポーツの発展に大変な尽⼒をしており、プール、フットサル場といっ
たスポーツ施設の運営も⾏っている地域の有⼒者で、政府関係者ともつながりを持っております。ケシャ

ホステルの敷地に
ネットを建てて練習

甲⼦園球場

代表チームの練習

履正社での練習

■会費・寄付⾦お振込先
【郵便振替】⼝座番号 00950-8-165088
【銀⾏】三菱ＵＦＪ銀⾏ 城東支店 普通⼝座 0187650
     ＮＰＯ法⼈ ネパール野球ラリグラスの会 

グラウンド完成後の展望

 ラリトプールでのグラウンド建設⼯事は４⽉中旬より進⾏中です。⼯事はでグラウンドを囲むレンガ塀
の設置、重機による整地などの施⼯が⾏われています。さらに、レンガ壁上部へのフェンス（⾦網）の設
置やグラウンド⾯の仕上げが⾏われます。

 グラウンド完成後、９⽉には来賓を招いて開所式を⾏う予定で
ございます。
 そして、当初の目的にもございましたとおり、今後はこのグラ
ウンドで⼦どもたちや地域住⺠が野球を始めとしたスポーツに親
しむ場所とするほか、来年に開催が予定されている２０２０年東
京オリンピックへの第⼀歩となる⻄アジア野球大会に向け、ネ
パール代表チームの練習場所として使用いたします。また、災害
時には避難所としても使用いたします。
 当初の計画よりもグラウンドが⼩さなものとはなりましたが、
多目的グラウンドとして利用してまいります。

６ ７

グラウンドの完成を待つ⼦どもたち

ネパール代表チームの練習

2015年の大地震時の避難所
（カトマンズ）

履正社・橘⽥監督と

 福島県南相⾺市のワールド
スポーツ様からグローブ、同
じく丸三製紙（株）野球部様
からユニフォームのご寄付を
いただき、当会スタッフによ
りシリクールスクールに届け
られました。

 シリクール・スクールはラリト
プール市の北部にあり、３歳から
１6歳まで、約４００⼈の⽣徒が

学んでいます。そして、各界でネパールの将来を背負
うリーダ育成すべく「LEAD TO BE THE LEADER｣
を理念として指導を⾏っています。
 また、２０１５年のネパールの大地震の際は、この
地域でも建物の崩壊などの甚大な被害が出ており、前
述の８⽉に来⽇したシリクール・スクールの⽣徒のう
ち１名は地震で両親を亡くしています。震災が今回の
グラウンド建設にもつながっています。

⼩学校での講演



ご支援のお願い
 前回のご報告内容から計画が変更となってしまい、ご協⼒いた
だいた皆様には大変申し訳なく存じております。
 おかげさまで、ラリトプールでのグラウンド建設⼯事は無事始
めることができました。当初の計画よりグラウンドの規模は⼩さ
くなりましたが、これは第⼀歩であり、関係者⼀同はこれにとど
まらず、今後も更なる発展を目指してまいります。
 皆様には、今後ともネパール野球に対するご支援のほど何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

ケシャブ・タパ⽒
 ラリトプールでのグラウンド建設には、シリクール・スクールのスポーツ部門のコーディネーターで、
ラリトプール野球ソフトボール協会の代表者でもあるケシャブ・タパ⽒が大きく関わっております。以
下、ケシャブ・タパ⽒についてご紹介いたします。

ブ・タパ⽒もネパールにグラウンドが無いことを憂慮
しており、自らグラウンドを作ることを計画いたしま
した。当会としても、ケシャブ・タパ⽒の熱意を後押
ししたいと考え、今回、当地でのグラウンド建設を進
めるに⾄りました。

 また、ケシャブ・タパ⽒は、昨年は３度来⽇し、⽇
本の野球を学んでいます。

 昨年１⽉には、侍ジャパン⼥⼦チームの監督である
橘⽥恵⽒が監督を務める履正社医療スポーツ専門学校
および履正社⾼等学校の⼥⼦硬式野球部の練習に参加
するなどいたしました。期間中は天候に恵まれず、グ
ラウンドは使えませんでしたが、グラウンド脇や室内
など狭い場所でもできる練習⽅法を学びました。な
お、ケシャブ・タパ⽒は後に１１⽉にも同校を訪れて
おります。その他、阪神タイガースにご協⼒いただ
き、甲⼦園球場の視察も⾏いました。

 そして、帰国後には自らが運営するホステルの敷地
内にある１７m四⽅程度の空き地にネットを建て、代
表選⼿も交えて⼦どもたちと練習を⾏うほどの熱の⼊
れようでした。ネパール代表チームも、昨年の国際大
会の際には練習場所が無く、ここでも５⽇間の練習を
⾏いました。

  また、５⽉にはシリクール・スクールの⽣徒３名を含む５名の少年選⼿とともに福岡に⾏き、そこでの
研修に参加。ヤフオクドームの⾒学などを⾏いました。さらに１１⽉には全⽇本野球協会を訪問したり、
野球教室や⼩学校での講演を⾏いました。その他、１２⽉には⾹港で国際大会が⾏われ、ネパールも出場
する予定でした。ビザの⼿続きの問題で、ネパールの出場は叶いませんでしたが、彼は代表チームの監督
を務める予定でした。

 上記のようなケシャブ・タパ⽒は⼦どもたちか
ら大⼈までの野球を応援しているネパールでは稀
有な⼈物です。彼の熱意が、今回のグラウンド建
設にもつながっている訳であり、当会といたしま
しても、彼とともにネパールの野球を発展させて
いきたいと考えております。

全⽇本野球協会野球教室

⼯事の様⼦

シリクール・スクールの紹介

 ケシャブ・タパ⽒はネパールのスポーツの発展に大変な尽⼒をしており、プール、フットサル場といっ
たスポーツ施設の運営も⾏っている地域の有⼒者で、政府関係者ともつながりを持っております。ケシャ

ホステルの敷地に
ネットを建てて練習

甲⼦園球場

代表チームの練習

履正社での練習

■会費・寄付⾦お振込先
【郵便振替】⼝座番号 00950-8-165088
【銀⾏】三菱ＵＦＪ銀⾏ 城東支店 普通⼝座 0187650
     ＮＰＯ法⼈ ネパール野球ラリグラスの会 

グラウンド完成後の展望

 ラリトプールでのグラウンド建設⼯事は４⽉中旬より進⾏中です。⼯事はでグラウンドを囲むレンガ塀
の設置、重機による整地などの施⼯が⾏われています。さらに、レンガ壁上部へのフェンス（⾦網）の設
置やグラウンド⾯の仕上げが⾏われます。

 グラウンド完成後、９⽉には来賓を招いて開所式を⾏う予定で
ございます。
 そして、当初の目的にもございましたとおり、今後はこのグラ
ウンドで⼦どもたちや地域住⺠が野球を始めとしたスポーツに親
しむ場所とするほか、来年に開催が予定されている２０２０年東
京オリンピックへの第⼀歩となる⻄アジア野球大会に向け、ネ
パール代表チームの練習場所として使用いたします。また、災害
時には避難所としても使用いたします。
 当初の計画よりもグラウンドが⼩さなものとはなりましたが、
多目的グラウンドとして利用してまいります。

６ ７

グラウンドの完成を待つ⼦どもたち

ネパール代表チームの練習

2015年の大地震時の避難所
（カトマンズ）

履正社・橘⽥監督と

 福島県南相⾺市のワールド
スポーツ様からグローブ、同
じく丸三製紙（株）野球部様
からユニフォームのご寄付を
いただき、当会スタッフによ
りシリクールスクールに届け
られました。

 シリクール・スクールはラリト
プール市の北部にあり、３歳から
１6歳まで、約４００⼈の⽣徒が

学んでいます。そして、各界でネパールの将来を背負
うリーダ育成すべく「LEAD TO BE THE LEADER｣
を理念として指導を⾏っています。
 また、２０１５年のネパールの大地震の際は、この
地域でも建物の崩壊などの甚大な被害が出ており、前
述の８⽉に来⽇したシリクール・スクールの⽣徒のう
ち１名は地震で両親を亡くしています。震災が今回の
グラウンド建設にもつながっています。

⼩学校での講演



新聞での紹介

2017年12⽉26⽇ ⽇本経済新聞

シベンドラ・カリキ⽒
（シリクール・スクール校⻑）

ケシャブ・タパ⽒
（ラリトプール野球ソフトボール協会代表）

今回のグラウンド建設についても含め、当会が新聞でも紹介されました。

関係者の声

 グラウンドを作ることができて大変嬉しいです。野球はネパールに
とって新しいスポーツです。その野球を当校そしてネパールに広めたい
と思い、このグラウンドを作ることにしました。地域住⺠の皆さんも、
驚きと期待を持ってこのグラウンドに注目しています。グラウンドが完
成したら、当校だけでなく、様々な皆さんに活用していただいて、ネ
パールの野球、スポーツの発展につなげていきたいと思います。
 グラウンド建設にご協⼒いただいた皆様に感謝申し上げます。

 昨年３度⽇本に⾏き、野球について学びました。その中でも、⽇本に
は整備された野球のグラウンドが数多く存在していることに驚くととも
にネパールにグラウンドが無いことを痛感しました。そこで、今回私が
コーディネーターを務めるシリクール・スクールの土地にグラウンドを
作ることといたしました。このグラウンドがネパールのスポーツの発
展、そしてネパールと⽇本の友好の輪を広げることに繋げていきたいと
考えています。

５

PRESIDENTIAL CUP

 ２０１８年４⽉２２⽇から５⽇間に渡り、インドのグワーハー
ティーでプレジデンシャル・カップが⾏われ、ネパールも参加い
たしました。昨年の⻄アジア野球大会から約１年ぶりの国際大会
出場となるこの大会で、ネパールは４チーム中２位という成績を
収めました。以下、今回の大会についてご紹介いたします。

大会概要
■大会名：PRESIDENTIAL CUP

 (Premier International Baseball Championship 2018)
■開催⽇：２０１８年４⽉２２⽇から４⽉２７⽇
■主 催：インドアマチュア野球連盟
■会 場：インディラ・ガンジー陸上競技場（インド・グワーハーティー）
■参加国：インド、バングラデシュ、ネパール
     （インドからは、「インド」および「インドＡ」の２チームが出場）
■試合⽅式：４チームによる総当たり戦と上位２チームによる決勝戦

大会結果

順 チーム IND NEP BAN IND-A 勝 負

インド

ネパール

バングラデシュ

インドＡ
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○
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30

0

決勝戦 ネパールインド 14 - 4

■選⼿の声

プラシャナ・
シャーキャ選⼿

 準優勝することができて嬉し
いです。それと、インドのグラ
ウンドは素晴らしかったです。
ネパールにも良いグラウンドが
あれば、もっとバッティング練
習もできるし、もっと強くなれ
ると思いました。

大会後の展開ベストナイン

 試合後の閉会式においてベストナインが選
出され、ネパールからは、これまで⽇本のメ
ディアでも何度か取り上げられた捕⼿のサグ
ン・キチャジュ選⼿が唯⼀選出されました。

■サグン・キチャジュ選⼿の⾔葉

 国際大会にデビューを果たすとともに、ネ
パールは準優勝、ベストナインにも選ばれて
私にとって大変素晴らしい大会となりまし
た。皆さんに感謝します。

 大会終了後、代表チームの大会へ向けた練習の様⼦がネ
パールの２４時間スポーツ専門テレビ局「アクション・ス
ポーツ」の番組「Sports Story」で紹介されました。
 ⼀⽅、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、設⽴式典が⾏われました。
 ネパール野球はネパール野球ソフトボール協会を中⼼とし
てネパール側の自らの⼿で新たな活動が展開されいます。
 なお、本年６⽉１⽇に発表された最新のＷＢＳＣ世界ラン
キングでネパールは６２位（前回７３位）となりました。

８



変更の背景

 前述いたしましたとおり、当初の計画を策定するにあたり、当会ではポカラ以外にもいくつかの候補地
について検討いたしておりました。候補地の検討にあたっては、ネパールの元大⾂であるパムパ・ブサル
⽒から紹介を受けるなど、様々な⽅々のご協⼒を賜りました。その中で、今回、シリクール・スクールの
土地にグラウンドを建設するに⾄った背景を以下にご説明申し上げます。

（２）広さ

 今回の変更後のグラウンドは、変更前のポカラのグラウンドに対してはか
なり狭くなっています。代表チームが練習するには⼿狭かもしれませんが、
他の候補地に関しても、似たような広さでございました。
 ただ、本事業は、野球代表チームだけのものではなく、本事業には⼦ども
たちが安全に遊んだりスポーツをする場所の整備という目的がございます。
写真はシリクール・スクールの校内の様⼦ですが、ネパールの学校はこのよ
うに狭い場所が多く、⼗分にスポーツを⾏える環境にはありません。

（３）⼯事の現実性

 前記のパムパ・ブサル⽒からご紹介いただいた場所は、学校の敷地内にあり、シリクール・スクールよ
りは広い⾯積を持っておりましたが、グラウンド建設のためには敷地内の設備を多く取り壊す必要があり
ました。また、他の候補地では、土壌が多量の⽔分を含んでおり、グラウンドとして整備するにのは不適
当でありました。その中で、シリクール・スクールの土地は土壌や周辺環境の観点から施⼯の現実性が最
も⾼い状態でございました。

（４）関係者の熱意

 当会が何より重視いたしましたのは、関係者の熱意でございます。グラウンドに適した場所は、時間を
掛けて他の地域を探せば有るかも知れませんが、野球が普及していない地域にグラウンドを作ることは意
味がございませんし、⾸都近郊に作ることで、ネパール野球の関係者にとっては自分たちの⼒でグラウン
ドを運営・管理していけることとなります。そして何よりも、野球に対して熱意を持った⼈物のいるポカ
ラやラリトプールといった場所にグラウンドを作るべきと考えております。今回のシリクール・スクール
の土地に関しては、ケシャブ・タパ⽒およびシリクール・スクールが大変な熱意を持って取り組んでお
り、当会も彼らの熱意を後押ししたいと考えるとともに、これまで１９年間に渡る当会の活動で築かれた
ネパールの関係者との繋がりも考慮し、今回の決定に⾄りました。

 また、本事業には防災対策という位置付けもございます。２０１５年の大地震では、この地域でも多く
の犠牲者が出ました。グラウンドを避難所として活用することも本事業のひとつの目的となっています。
代表チームの練習場としては⼿狭ではございますが、その他の目的には叶うものと考えております。最初
は⼩さな場所であっても、これを第⼀歩とし、今後、各地に広げていきたいという希望も持っています。

（１）⼯期

 明確な時期は未定ですが、来年の早い時期には2020年の東京オリンピックの予選につながる⻄アジア野
球大会の開催が予定されております。本事業はこの大会のことも考慮し、本年中にグラウンドを建設する
ことを目的としています。また、先般インドで⾏われた国際大会においてネパールは２位となりネパール
国内は盛り上がりましたが、打撃⼒の不足は否めず、ネパール野球関係者の間では⼈が投げたボールを打
つ練習を積みたいとの思いが⼀層⾼まり、少しでも早くそのような場所を作りたいとの思いが強くなりま
した。なお、インドでの大会については、侍ジャパン公式サイトのコラムでも紹介しておりますので、ご
⼀読いただければと存じます。

 http://www.japan-baseball.jp/jp/news/press/20180508̲1.html

 更に、ネパールでは６⽉から９⽉上旬までが⾬季となっております。⾬季に⼊りますと、⼯事の進⾏が
益々遅れることが予想されます。また、１０⽉・１１⽉はダサインやティハールといった大きな祭りがあ
り、これらも⼯事の進⾏を遅らせる要因となります。関係者としては、９⽉に代表選⼿の選考を⾏い、来
るべき⻄アジア野球大会に備えたいとの思いを持っており、早期に⼯事を進める必要がありました。シリ
クール・スクール以外の候補地では、これから具体的な計画の⽴案が必要であり、早急な着⼯が可能な場
所はございませんでした。

４

ローシャン・タパ
コーチ

ジーバン・ケーシー
コーチ

プラディープ・クマル・カトリ
役員

ディパック・ネウパネ
役員

モハマド・イルシャド・フセイン
投⼿

マン・クマル・マル
投⼿

ナレンドラ・ジョシ
投⼿

アニール・パリヤー
捕⼿

サグン・キチャジュ
捕⼿

プラカシュ・バハドール・プジャラ
内野⼿

ニスチョル・ケーシー
内野⼿

ミラン・タパ
内野⼿

スバス・ボハラ
内野⼿

カダック・シン・ビスト
内野⼿

スクリム・タパ
内野⼿

ディネッシュ・シン・バンダリ
内野⼿

ビノッド・コイララ
外野⼿

ビマル・ラミチャネ
外野⼿

外野⼿

アチット・カリキ パダム・シン・プジャラ
外野⼿

外野⼿

イッソー・ケーシー プラシャナ・シャーキャ
外野⼿

(武装警察)(バクタプル)

(バクタプル)

(ポカラ)(武装警察)

(武装警察)

(ネパール国軍)(武装警察)

(ラリトプール)(バクタプル)

(ネパール野球ソフトボール協会) (ネパール野球ソフトボール協会)

(ネパール国軍) (武装警察)

(ラリトプール) (ネパール国軍)

(ネパール国軍) (ネパール国軍）

(武装警察) (武装警察)

(ラリトプール) (ラリトプール)

主将

代表選⼿団
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