
２０２０年９月１８日現在

運営会社

１０月３１日（土）開催 新潟教室

＜参加申込時添付用 概要資料＞



■催事名称 ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室 新潟教室

■開催日 ２０２０年１０月３１日（土）
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によって開催延期（オンライン開催など
または中止）となる可能性がございます。

■開催会場 【野球教室】 ＜晴天時＞ みどりと森の運動公園体育施設野球場
＜雨天時＞ みどりと森の運動公園体育施設屋内コート
〒９５０－１１２１ 新潟市西区板井１０１８－１
ＴＥＬ ０２５－３７９－３７６６ ＦＡＸ ０２５－３７９－３７７７

【指導者講習会】＜晴天時＞ みどりと森の運動公園体育施設野球場
ライト側ファウルグラウンド

＜雨天時＞ みどりと森の運動公園体育施設屋内コート

【栄養学教室】 ＜晴雨共通＞ みどりと森の運動公園体育施設野球場
ミーティングルーム（予定）

■主催 一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）

■後援 新潟市、新潟市教育委員会 ※後日、後援申請予定

■特別協賛 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

■協賛 全国農協食品（株）、全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）、
（予定） ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）、全農チキンフーズ（株）、

雪印メグミルク（株）

■協力 新潟県野球協議会

■運営会社 （株）アドサービス
〒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

■予定講師 投手 ※調整中
捕手 西山秀二 （広島ＯＢ）
内野手 井端弘和 （中日ＯＢ）
外野手 屋鋪要 （巨人ＯＢ）
指導者講習会 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）
栄養学教室 越野彩 （ＪＡ全農広報・調査部広報ＳＲ課管理栄養士）
※講師は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

■参加資格 特定非営利活動法人新潟野球人推薦の少年野球チーム（小学生）
※軟式に限る
※ＪＡ全農の推薦チーム（１～２チーム程度）が入る場合もございます

■募集人数 小学生 約６０～７０名 （５～６年生を対象、１０チーム程度を想定）
指導者講習会約１０～２０名
栄養学教室 約２０名 （参加児童の母親ら保護者）

■参加費 無料（会場までの交通費、昼食は各自のご負担となります） 2

実施概要



■野球教室 晴天時：みどりと森の運動公園体育施設野球場

雨天時：みどりと森の運動公園体育施設屋内コート

本教室では元プロ野球選手の講師が「投げる」「捕る」「打つ」「走る」の基本技術を参加学童と

指導者を対象に分かりやすく指導いたします。

※開校式前に講師との記念撮影を参加チームごとに行います。

※指導者１名は必ずグラウンドで子どもたちと一緒に指導を受けてください。

※ボールを除いた野球用具一式、筆記用具、マスク、昼食時のお弁当をご持参ください。

用具などの紛失については主催者及び施設側では責任を負いかねますので、用具の管理は

チームごとにお願いいたします。

※実施時間は昼食をはさみ約５時間３０分です。（スケジュール予定は別紙参照）

※指導者の皆様には午前中の「ポジション別の基本」の際の守備練習の補佐と、午後のロングティー

（雨天時はティーバッティング）の際のトス上げや球拾い（守備）のお手伝いをお願いすることが

あります。ご協力をお願いいたします。

※午前中の「ポジション別の基本」の際、投手については進行の都合上、各チーム１～２名までの

指導となります。

■指導者講習会 晴天時：みどりと森の運動公園体育施設野球場 ライト側ファウルグラウンド

雨天時：みどりと森の運動公園体育施設屋内コート

チームの指導者（監督・コーチ）を対象にケガを予防する為のストレッチなどを指導します。

※参加各チームから指導者１名以上は受講してください。

※マスクをご持参のうえ、着用願います。

※筆記用具をご持参ください。

※指導者講習会の実施時間は約１時間～１時間１０分の予定です。

■栄養学教室 晴雨共通：みどりと森の運動公園体育施設野球場 ミーティングルーム（予定）

参加チームの保護者（野球以外のスポーツをしているお子様をお持ちの保護者の参加も可）を

対象に、スポーツをしている成長期のお子様に必要な栄養価が高く、バランスの良いメニューの

紹介などを中心に講義いたします。

※参加各チームから１名以上は受講してください。

※筆記用具、室内履きをご持参ください。

※マスクをご持参のうえ、着用願います。

※栄養学教室の実施時間は約１時間３０分の予定です。

※教室終了後のアンケートにご協力願います。

※詳細は未定ですが、オンラインでの講義も想定しております。

■その他

※１０月３１日（土）、朝から雨が強く降り、グラウンドが使用できない場合は野球教室の会場が

屋内コートに変更となります。
※参加チームの指導者と選手には受付時にアンケート用紙をお渡ししますので、昼食休憩時にご記入
いただき、教室終了後にご提出ください。ご提出いただきましたアンケート用紙と引き換えにお土産を
お渡しいたします。
※飲食等のゴミは必ず各自でお持ち帰りください。
※野球教室の進行スケジュールは変更する場合もございますので、予めご了承願います。
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野球教室の内容①
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野球教室の内容②

■感染症対策について

※ご参加の皆様は当日朝、各ご家庭で検温したうえでご来場願います。
３７．５度以上の発熱、倦怠感や体調不良、咳、喉の痛み、その他、新型コロナウイルスの感染が
疑われるような症状が感じられる場合は本教室への参加はお断りさせていただきます。
併せて、感染予防対策として、実技・運動中と記念撮影時を除き、各自マスクを着用していただきます
よう、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
また、当日急遽の参加者の変更や追加は禁止とさせていただきますのでご了承ください。

※当日朝の受付の際、各参加チームの代表者の方は、参加する児童、指導者、指導者講習会及び

栄養学教室参加者の人数を予め確認し、参加募集時の添付資料、「施設利用チェックリスト」を

ご記入のうえ、受付テーブルまでお越し願います。

代表者以外の参加者の皆様は、入口前でチームごとに整列のうえ、待機願います。なお、運営側が

誘導・声がけも致しますが、整列時は間隔を十分取ってください。

※当日は受付用に非接触体温計を３つと消毒用のアルコールを用意いたします。野球場正面に
受付を３列設けて１チームずつ検温・消毒と受付を行ないますのでご承知おきください。

※野球場のグラウンドへ立ち入るのは参加児童および指導者の方とさせていただきます。保護者の方
などは観客席からご覧いただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

※運営スタッフ・講師・関係者もマスクやフェイスシールドなどを着用いたします。



※内容とスケジュールは変更になる場合がございますので予めご了承ください。

指導者講習会と栄養学教室にご参加いただく方は開校式終了後にそれぞれの会場へ移動。
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当日スケジュール＜晴天時＞

８：３０ 参加チーム受付・検温・消毒開始 みどりと森の運動公園体育施設野球場 正面 ※予定

９：０７ 指導者ミーティング バックネット前 ※アドサービスより進行を説明

９：２０ 記念撮影 ※実施する場合
バックネット前

（講師・学童・指導者・全農関係者・新潟市関係者）

９：３５ 開校式

ご挨拶 ＷＣＢＦ講師代表者

〃 全農代表者

〃 新潟市または新潟市教育委員会代表者

ご紹介 新潟県野球協議会代表者など

講師プロフィール紹介

９：５０ 野球教室スタート
ランニング・ストレッチ／西山講師 ※予定

走塁の基本／屋鋪講師

１０：００ 指導者講習会スタート ※指導者講習会は約１時間～１時間１０分の予定

１０：１０ 栄養学教室スタート ※栄養学教室は約１時間３０分の予定

１０：４０ 手洗い・消毒・休憩

１１：００
投げ方の基本

キャッチボール
●●講師

１１：２０ ポジション別の基本
投手／ ●●講師 捕手／ 西山講師

内野手／ 井端講師 外野手／ 屋鋪講師

１２：２０ 手洗い・消毒・昼食休憩 雪印メグミルク飲料サンプリング

１３：００ バッティングの基本 井端講師

１３：２０ ロングティーとストレッチ①
参加学童の半分がロングティーへ／残り半分がストレッチへ

※各チームの指導者はトス上げと守備につき球拾いのお手伝い

１３：５５ ロングティーとストレッチ②
上記ロングティー組がストレッチへ／ストレッチ組がロングティーへ

※各チームの指導者はトス上げと守備につき、球拾いのお手伝い

１４：３０ 閉校式 講評 ＷＣＢＦ講師代表者

１４：４０ 野球教室終了・手洗い・消毒 アンケート用紙回収／お土産渡し



※内容とスケジュールは変更になる場合がございますので予めご了承ください。

指導者講習会と栄養学教室にご参加いただく方は開校式終了後にそれぞれの会場へ移動。
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当日スケジュール＜雨天時＞

８：３０ 参加チーム受付・検温・消毒開始 みどりと森の運動公園体育施設屋内コート正面 ※予定

９：０７ 指導者ミーティング 教室幕前 ※アドサービスより進行を説明

９：２０ 記念撮影 ※実施する場合
教室幕前

（講師・学童・指導者・全農関係者・新潟市関係者）

９：３５ 開校式

ご挨拶 ＷＣＢＦ講師代表者

〃 全農代表者

〃 新潟市または新潟市教育委員会代表者

ご紹介 新潟県野球協議会代表者など

講師プロフィール紹介

９：５０ 野球教室スタート
ウォーミングアップ・ストレッチ／西山講師 ※予定

走塁の基本／屋鋪講師

１０：００ 指導者講習会スタート ※指導者講習会は約１時間～１時間１０分の予定

１０：１０ 栄養学教室スタート ※栄養学教室は約１時間３０分の予定

１０：４０ 手洗い・消毒・休憩

１１：００
投げ方の基本

キャッチボール
●●講師

１１：２０ ポジション別の基本
投手／ ●●講師 捕手／ 西山講師

内野手／ 井端講師 外野手／ 屋鋪講師

１２：２０ 手洗い・消毒・昼食休憩 雪印メグミルク飲料サンプリング

１３：００ バッティングの基本 井端講師

１３：２０ ティーバッティングとストレッチ①
参加学童の半分がティーバッティングへ／残り半分がストレッチへ

※各チームの指導者はトス上げのお手伝い

１３：５５ ティーバッティングとストレッチ②

上記ティーバッティング組がストレッチへ／ストレッチ組がティーバッ

ティングへ

※各チームの指導者はトス上げののお手伝い

１４：３０ 閉校式 講評 ＷＣＢＦ講師代表者

１４：４０ 野球教室終了・手洗い・消毒 アンケート用紙回収／お土産渡し


