
  

 

 

 

 

  

  

 

新年おめでとうございます     会 長  近藤 新二 

会員の皆さんには良い新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

我々が行っているターゲット・バードゴルフは生涯スポーツとして素晴らしいものだと感じております。適度に

体を動かすことでの健康維持と、スコアを纏めるための各種工夫や練習、会員の方たちとの会話という楽しみ

もあるからです、こうした活動を通じて皆様の健康寿命を延ばすことが出来れば幸いと思います。 

また、私たちがプレーを楽しく続けられるのは、各会場の地区責任者を中心に用具の管理、コースの設

営、出席者把握と練習会纏め、用具の収納等々を行う、皆さんの地道な努力のお蔭なのです。このことを忘れず感謝の気持

ちを持つと同時に、各人が集団の中の一人であり人生 60年？以上を過ごしてきた大人として自分の言動に責任を持ち、かつ

練習会場周辺の皆様への気配りも忘れずに行動をしていかなければならないと考えています。 

本年も皆さんと共に夢のある素晴らしい年なることを祈りたいと思います。 

懇話会と忘年会 

12月 3日（月）午前10時～12時 さかえ区民活動センターで懇話会が開催され、22名の方が今年開催された各種行事に

ついて活発な意見交換を行いました、これら意見は今後の会運営に役立つ貴重な情報であり活用させていただきます。 

その後、古関弘さんと塚本邦治さん（塚本さんは都合により欠席）に傘寿祝いが送られ祝福されました。 

12月3日午後1時から本郷台のよろい寿司本店で忘年会が開かれプレー中とはまた別な姿で和やかに歓談しました、 

このような楽しい会を企画運営された行事部役員の皆様ありがとうございました。 

 

2019年新春打ち初め  

➀初打ち、地区対抗交流会、   

日時：1月8日（火）9:00 会場：港南台グランド 

 初打ち  近藤新二、青木聳、水川淳三、宮原省吾、安藤盛、 

福永栄子、鶴見由㐂子  

 地区対抗交流会 団体戦ハーフプレー 

②新年祝賀会 

   日時：1月8日（火）11：30から入場可 会場：プリンスハイツ管理棟ホール  

会費：男性 1，000円、女性 800円 

笠間ふれあい広場情報 

 ボーリング試掘工事のため 1/17（木）、1/21（月）はTBG練習会お休みです 

上之・いの山地区・新年の会 1/11(金) 12時から、いの山自治会館 3階（雨天でも行います） 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

1月  8日 (火) 打初め・地区対抗戦・新年祝賀会 2月10日 (日) 県・第4回個人会員競技大会 予備日2/17  

1月 16日 (水) 月例競技会 豊田グランド 2月19日 (火) 月例競技会 港南台グランド  

1月 22日 (火) 市・他団体新春交流大会 海の公園 2月26日 (火) 市・交流会兼金沢区ＴＢＧ記念大会 

1月 24日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 2月28日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 
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 1月1日 付け 入会者紹介 

 

あんどう まさる 

安藤  盛さん 
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所属 豊田地区 



 

 

２０１８年１２月１８日（火） 天候：晴れ 

 

                      

 

                            

 

男子の部：競技参加者３５名    

順位 競技者 Out Iｎ Gｒ HC Net 

優勝 森田正之 ３８ ３８ ７６ ３３ ４３ 

２位 福永嘉春 ２９ ３６ ６５ ２０ ４５ 

３ 宮川至弘 ３８ ４０ ７８ ２８ ５０ 

４ 宍戸秀基 ３３ ３４ ６７ １６ ５１ 

５ 水川淳三 ５２ ３９ ９１ ４０ ５１ 

６ 倉沢孝 ３６ ４０ ７６ ２４ ５２ 

７ 小泉茂實 ４０ ３８ ７８ ２６ ５２ 

８ 伊勢本幸雄 ３４ ３０ ６４ １１ ５３ 

９ 横田弘 ３５ ３８ ７３ １８ ５５ 

１０ 野崎孝二 ４３ ３８ ８１ ２５ ５６ 

女子の部：競技参加者１０名    

順位 競技者 Out Iｎ Gｒ HC Net 

優勝 鶴見由㐂子 ３７ ３５ ７２ １６ ５６ 

２位 髙橋幸子 ４６ ４０ ８６ ３０ ５６ 

３ 宍戸佳子 ３８ ３７ ７５ １８ ５７ 

４ 近藤早苗 ４４ ３８ ８２ １９ ６３ 

５ 川喜多成子 ４２ ４０ ８２ １９ ６３ 

第１６４回月例競技会 

 

ハンデの変更(女子) 

競技者 現Ｈ 新Ｈ 

鶴見由㐂子 １６ １１ 

髙橋幸子 ３０ ２４ 

宍戸佳子 １８ １６ 

宮原節子 ３４ ４０ 

伊藤道子 ３５ ４０ 

 

ハンデの変更(男子) 

競技者 現Ｈ 新Ｈ 

森田正之 ３３ １５ 

福永嘉春 ２０ １６ 

宮川至弘 ２８ ２５ 

遠井昇 ２１ ２８ 

田中武彦 ２６ ３７ 

山崎陸生 ０ １９ 

 

今年最後の月例競技会は、小春日和で無風のコンディシ

ョンの中、港南台グランドで開催されました。競技参加者

は、先月同様多数の皆さんにご参加頂き大変盛会となりま

した。男子部門は、森田正之さんがネット４３のスコアで

１１月の月例競技会は、朝から北風が強いコンディション

でしたが４５名の大勢の皆さんに参加して頂きました。女

性の参加も先週の女子選手権競技大会同様に久し振りに１

０名以上の参加となりました。男子部門の優勝は、ベス 

昨年の７月以来の優勝でした。準優勝は、今年初めて

月例競技会に参加された福永さんでアウト２９の好ス

コアでした。３位は安定感抜群の宮川さんが入賞され

ました。女子の部門では、１１月の月例会準優勝の鶴

見さんが２ヶ月連続のベスグロで優勝されました。高

橋幸子さんは鶴見さんと同ネットでしたがハンデの差

で準優勝でした。３位には上位お二人とネット１打差

の宍戸さんが入賞されました。男子のベスグロは、接

戦の結果伊勢本さんが今年度３度目の快挙でした。ホ

ールインワンは、５名の方が見事にゲットされました。

おめでとうございます。新春の８日（火）は、打ち初

め、地区対抗戦及び新年会があります。大勢の皆さん

の参加をお待ちしています。 

（男子）森田正之さん（港南地区）優勝の言葉 

前日の雨が一転、素晴らしい好天、好コンディション

にも恵まれ今年の締めの月例競技会で好成績を残せま

した。二度目の優勝になりますが、ここ最近の練習会で

スコアも安定してきており多少期待はしていました。

ＯＢが少なく籠入れのミスも無く又力む事も無くプレ

ーが出来ました。同伴者とハンデにも恵まれたのも大

きな要因です。同伴者の田中さん、近藤早苗さん、宍戸

佳子さんに感謝致します。今後も「一打・入魂」をモッ

トーに精進して参ります。変わらぬご指導をお願い致

します。有難うございました。 

(女子) 鶴見由㐂子さん（笠間地区）優勝の言葉 

暖かいバードの日和の今年最後の月例会。難しいコース

設計にベテランの宍戸（秀）さん、一柳さん、川瀬さんに

いろいろと教えて頂き楽しく、（少し緊張して）ラウンドさ

せて頂きましたら思ってもいなかった優勝と言うプレゼン

トが…お三方に感謝いっぱいです。ありがとうございまし

た。来年もよろしくご指導をお願い致します。 

 

第２回栄区ＴＢＧ協会・庄戸ＴＢＧの会親善交流会 

１２月５日（水）に庄戸ＴＢＧ場で開催されました。 

好天気に恵まれ栄区１２名、庄戸１２名が和気あいあ

いとバードゴルフを楽しみました。この親善交流会は、

お互いの会場でバードゴルフをとおして交流を深める

趣旨で今年度から始めました。次回は、栄区ＴＢＧ協

会の会場で来年開催致します。大勢の参加で親善交流

が一層盛り上がることを祈っています。 

野崎さん 近藤新二さん 塩谷篤さん宍戸さん恒松さん川喜多さん 
遠井さん 鶴見さん 一柳さん近藤さん福永さん松嶋さん 

ホールインワン：森田正之、近藤正純、今中秀二、 

近藤新二、松嶋四郎 

ベスグロ：伊勢本幸雄（６４）・鶴見由㐂子（７２） 

翠風荘ＴＢＧ体験教室（於：栄区野七里翠風荘） 

 １２月２日（日）に「翠のつどい」として、「ターゲッ

ト・バードゴルフ体験教室」の他「フォークダンス」、

「tomokoさん」、「江戸紙切り（桃川健）」、「ものまね（ま

りもちゃん）」等が開催されました。ターゲット・バード

ゴルフ体験教室は、籠入れとショートホールを２面設けて

来場者の方に楽しんでもらいました。 

 
県・第３回個人会員競技大会（於：神明台スポーツ広場） 

 １２月７日（金）に晴天の下開催され、県下からは、 

１４１名（横浜市ＴＢＧ協会４８名）が参加致しました。 

シニア男子部門で、伊勢本さんが７位に入賞されました。 

 

宮川さん 福永さん 森田さん 鶴見さん 高橋さん 宍戸さん 



  

 

 

 

 

  

  

 

2019年 1月 8日(火) 新春打ち初め 地区対抗交流会（港南台グランド） 

➀年男年女 7名により初打ちを行い（敬称略：近藤新二、青木 聳、水川淳三、宮原省吾、安藤盛、福永栄子、鶴見由㐂子） 

  打ち出された初打ちボールは、今年の運をつかむべく年を忘れて皆さん真剣にキャッチしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁地区対抗交流会、 男性33名女性7名の団体戦ハーフプレーで実施され、 

さかえ港南地区が 116ｐで優勝、笠間豊田地区が 131pで準優勝、上之いの山地区が 134ｐで 3位入賞でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年祝賀会 1月8日午前11時半からプリンスハイツ管理棟ホール  

真冬ということもありプリンスハイツ管理棟ホールを借りて新年会を行い、総勢 43名の方たちが集まり今年の奮闘を祝しました 

会費：男性 1，000円、女性 800円で豪華な弁当もついて楽しいひと時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

2月19日 (火) 月例競技会 港南台グランド  3月12日 (火) 市・春季競技大会 神明台スポーツ広場  

2月26日 (火) 市・交流会兼金沢区ＴＢＧ記念大会 3月15日 (金) 月例競技会 いの山東公園 

2月28日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 3月14日 (木) 臨時役員会 埋蔵文化財センター2時 

  3月28日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 
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２０１９年１月１６日（水） 天候：晴れ 

 

                      

 

                            

 

男子の部：競技参加者３３名    

順位 競技者 Out Iｎ Gｒ HC Net 

優勝 若林 孝 ３３ ３９ ７２ ２７ ４５ 

２位 野崎孝二 ３６ ４０ ７６ ２５ ５１ 

３ 松嶋四郎 ３４ ４３ ７７ ２３ ５４ 

４ 鈴木丈司 ４１ ４０ ８１ ２７ ５４ 

５ 横田 弘 ３６ ３７ ７３ １８ ５５ 

６ 川瀬幸彦 ３７ ３８ ７５ １９ ５６ 

７ 倉沢 孝 ４０ ４０ ８０ ２４ ５６ 

８ 春日悦雄 ３８ ４１ ７９ ２２ ５７ 

９ 中山 次 ４１ ４５ ８６ ２９ ５７ 

１０ 布施信一 ３６ ４３ ７９ ２０ ５９ 

女子の部：競技参加者７名    

順位 競技者 Out Iｎ Gｒ HC Net 

優勝 福原 朝子 ３６ ４６ ８２ １９ ６３ 

２位 近藤 早苗 ４３ ４２ ８５ １９ ６６ 

３ 川喜多成子 ４１ ４４ ８５ １９ ６６ 

４ 伊藤 道子 ５５ ５５ １１０ ４０ ７０ 

５ 鶴見由㐂子 ４１ ４４ ８５ １１ ７４ 

第１６５回月例競技会 

 

ハンデの変更(女子) 

競技者 現Ｈ 新Ｈ 

福原朝子 １９ １３ 

近藤早苗 １９ １５ 

川喜多成子 １９ １７ 

 

ハンデの変更(男子) 

競技者 現Ｈ 新Ｈ 

若林 孝 ２７ １２ 

野崎孝二 ２５ ２０ 

松嶋四郎 ２３ ２０ 

越地重雄 ３２ ４０ 

塚本邦治 ０ ３１ 

安藤 盛 ０ ４０ 

 

今年最初の月例競技会は、暦では大寒を迎える寒さの中、

豊田グランドで開催されました。競技参加者は、新春にふ

さわしく多数の皆さんにご参加頂きました。男子部門の優

勝は、若林さんがベスグロ７２のスコアで平成２０年４月

以来の１１月の月例競技会は、朝から北風が強いコンディ

ションでしたが４５名の大勢の皆さんに参加して頂きまし

た。女性の参加も先週の女子選手権競技大会同様に久し振

りに１０名以上の参加となりました。男子部門の優勝は、

ベス 

以来２度目の美酒を味わいました。仲間に対する感謝

の気持ちと１１年ぶりの優勝の嬉しさが伝わって来ま

した。準優勝は、今年度事業部のリーダーとして新し

い試みを発揮された野崎さん、３位には最近上位にラ

ンクされ安定感抜群の松嶋さんが入賞されました。女

子の部門では、福原さんが今年度４月の選手権に引続

きベスグロの８２のスコアで優勝されました。２位は

上位安定の近藤早苗さん、３位には川喜多さんが２位

と同ネットと健闘されました。因みに上位３人が同ハ

ンデの争いでした。ホールインワンは加藤壽夫さんが

ただお一人達成されました。特記事項としては、豊田

地区の塚本さんが久し振りに元気なプレー姿を見せて

くれました。又、１月新入会員の安藤さんも初の月例

競技会に参加頂きました。２月の月例競技会は、１９

日（火）に港南台グランドで開催されます。大勢の皆

さんの参加をお待ちしています。 

（男子）若林孝さん（笠間地区）優勝の言葉 

さわやかな好天気にめぐまれ新春にふさわしい賑や

かな月例会となりました。コースコンディションは最

高でした。準備してくれた仲間に感謝です。二度目の優

勝で大変嬉しく思っています。パートナーに恵まれて

会話がはずみ楽しくプレーが出来ました。リーダーの

横田さん、加藤壽夫さん、古関さんに感謝です。色々と

アドバイスを頂き有難うございました。何とかこの成

績を残すことが出来ました。先日籠入れのレッスン会

に参加して後藤さんからご指導を頂きすっかりミスが

少なくなりスコアメイクに役立っています。これから

も初心を忘れず仲間との友情を深めミスのない良いプ

レーが出来る様頑張ります。予期せぬ優勝は嬉しいで

す。この喜びを再度味あうために努力したいと思いま

す。今後とも宜しくお願い致します。 

 

(女子) 福原朝子さん（豊田地区）優勝の言葉 

今年最初の月例会が豊田グランドで行われ久し振りに

参加して、想定外の優勝をすることが出来ました。パート

ナーの野崎さん、鈴木さん、岩本さんと和気あいあい、楽

しくプレーが出来た事と沢山のハンデのおかげです。有難

うございました。ただ課題としてアウトとインのスコアの

差が大きく後半の体力と集中力不足を痛感しました。今年

は、練習会に出られることを第一の目標に練習不足、スタ

ミナ不足の克服につとめたいと思っています。皆様、どう

ぞよろしく御指導をお願いいたします。 

 

ホールインワン：加藤壽夫 

ベスグロ：若林孝（７２）・福原朝子（８２） 

松嶋さん 野崎さん 若林さん 福原さん 近藤さん 川喜多さん 

横浜市ＴＢＧ他団体新春交流大会（於：金沢区海の公園） 

１月２２日（火）快晴の冬空の下、他団体（山形・新

庄、千葉県、都留市、愛川町、横須賀市等）から４５名

をお迎えして中山会長の挨拶の後総勢１１９名の競技

参加者で難コースにチャレンジ致しました。栄区からは

７名が参加しましたが、残念ながら上位入賞者の該当が

ありませんでしたが、ＢＢに塩谷（篤）さん、ラッキー

賞に倉沢さんがゲットされました。 

 



  

 

 

 

 

  

  

 

今年は桜の開花が早そうなのでお花見会を 3月 29日（金）いの山東公園で行います 

地区対抗戦（ハーフ）後  お花見会を開催しますので奮って参加ください、予備日は 4月1日（月）です 

当日は他地区の練習会は無しとなります 

平成 30年度・栄区TBG協会活動を支えている方たちの活動紹介 

➀毎週各会場で地区責任者と有志の方たちがコース作りを行っております（一例として笠間ふれあい広場と豊田グランドでは

早朝 7時から松嶋さん村田さん後藤さん春日さんが行っております）  こうした地道な活動があって皆様が気持ちよくプレ

ーをすることが出来るのだと考えます、ですからせめてプレー終了後の用具片付は全員で協力して行いましょう。 

➁販売用品管理を担当して頂いている近藤正純さん加藤壽夫さん、ご苦労様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➂各地区での練習会や競技会出場回数を記録管理している担当の方と、会員93人分の細かい数字を毎月パソコンで入力し

集計している野村哲博さんお疲れさまです。このデータが年間表彰月例ポイントに反映されますので重要です！ 

④会計担当として会の収支を管理している鈴木さん、お金の管理は大変ですがよろしくお願いします。 

⑤各種行事でイベントの企画立案と実施を行っている三橋さん松嶋さん横田弘さん、いつも楽しい企画ありがとうございます。 

⑥月例競技会や選手権大会でコース設計・スコア集計を行っていただいている事業部の野崎さん森田さん川瀬さん加藤壽夫

さん、いつもお世話になっております、今後もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

3月12日 (火) 市・春季競技大会 神明台スポーツ広場  4月  9日 (火) 戸塚区TBG15周年記念交流会東俣野S広場 

3月14日 (木) 臨時役員会 埋蔵文化財センター2時 4月17日 (水) 定期総会 豊田グランド会議室 

3月15日 (金) 月例競技会 いの山東公園 4月23日 (火) 県・定例交流会 神明台S広場 予備日4/26  

3月28日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 4月24日 (水) 横浜市TBG協会 総会 

3月29日 (金) 地区対抗戦・お花見会 いの山東公園  4月25日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 
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２０１９年２月１９日（火） 天候：曇り 

 

                      

 

                            

 

男子の部：競技参加者３１名    

順位 競技者 Out Iｎ Gｒ HC Net 

優勝 中山 次 ３０ ３２ ６２ ２９ ３３ 

２位 藤高 宏 ３２ ３３ ６５ ２５ ４０ 

３ 雨宮利次 ３１ ３４ ６５ １７ ４８ 

４ 春日悦雄 ３２ ３９ ７１ ２２ ４９ 

５ 倉沢 孝 ３６ ３７ ７３ ２４ ４９ 

６ 佐藤信夫 ３８ ４０ ７８ ２９ ４９ 

７ 小泉茂實 ４０ ３６ ７６ ２６ ５０ 

８ 水川淳三 ３９ ５１ ９０ ４０ ５０ 

９ 石川芳次 ３５ ３１ ６６ １５ ５１ 

１０ 福永嘉春 ３１ ３６ ６７ １６ ５１ 

女子の部：競技参加者８名    

順位 競技者 Out Iｎ Gｒ HC Net 

優勝 伊藤道子 ４３ ４８ ９１ ４０ ５１ 

２位 宮原節子 ４５ ４６ ９１ ４０ ５１ 

３ 水川安代 ４８ ４４ ９２ ３１ ６１ 

４ 恒松米子 ４７ ４７ ９４ ３２ ６２ 

５ 鶴見由㐂子 ４０ ３６ ７６ １１ ６５ 

第１６６回月例競技会 

 

ハンデの変更(女子) 

競技者 現Ｈ 新Ｈ 

伊藤道子 ４０ ２５ 

宮原節子 ４０ ３２ 

水川安代 ３１ ２７ 

 

ハンデの変更(男子) 

競技者 現Ｈ 新Ｈ 

中山 次 ２９ ５ 

藤高 宏 ２５ ２０ 

雨宮利次 １７ １５ 

田中武彦 ３７ ４０ 

塚本邦治 ３１ ３３ 

山崎陸生 １９ ２３ 

宮原省吾 ０ ２０ 

 

三寒四温で徐々に春の訪れを感じさせる季節の中、２月

の月例競技会が、港南台グランドで開催されました。雨模

様のためスルーでのプレーに３９名の皆さんに参加頂きま

した。男子部門の優勝は、中山さんがネットスコア３３の

コアで平成２０年４月以来の１１月の月例競技会は、朝か

ら北風が強いコンディションでしたが４５名の大勢の皆さ

んに参加して頂きました。女性の参加も先週の女子選手権

競技大会同様に久し振りに１０名以上の参加となりまし

た。男子部門の優勝は、ベス 

ベスグロ付の快挙を遂げられました。優勝の言葉によ

れば奇跡が起こったとのこと。因みに２０１６年３以

来の優勝でした。２位にはネット４０の好成績の藤高

さん、３位には実力派の雨宮さんがそれぞれ久し振り

に上位に入賞されました。女子の部門では、涙の初優

勝で日頃の練習の成果が実を結んだ伊藤さんです。 

準優勝は伊藤さんと同グロス・同ネットの宮原さん、

３位には水川さんが入賞されました。女子のベスグロ

は本年度３度目の鶴見さんです。ホールインワンは４

名の皆さんが達成されました。今年度最後の３月の月

例競技会は、１５日（金）いの山東公園で開催されま

す。大勢の皆様の参加をお待ちしています。 

※平成３０年度の年間表彰の締切りは、３月１５日で

す。特に競技会出場日数の基準は、今年度から女子は

７０日以上に改定されました 

 

 （男子）中山次さん（上之地区）優勝の言葉 

栄区ＴＢＧ協会の月例会に優勝しちゃった 

今月の月例会に向けての足取り、先週の水曜日の豊田

での練習会で真っ直ぐ飛ばすショットの確認が出来

た。その後のいの山東公園の金曜日と月曜日の練習会

で、９ホールでＯＢが９～１０個、カゴ入れミスが５～

６回あるとスコアは三桁になることを確認した。 

そしてバード暦３１年の私がハンデキャップ２９もあ

ることの恥ずかしさを感じているが、バードはいつも

楽しいと思っている。こんな私が今回は、ＯＢが１個・

カゴ入れミスが３回の奇跡が起きてこんなことになっ

た。会員の皆様に奇跡を信じてレクレーションＴＢＧ

を楽しむと、１０年に１回ぐらいこんなことになると

告げる。いつも私と三桁を楽しんでいるバードゴルフ

ァ―の方は信じるかな。でも事実よ。 

 

(女子) 伊藤道子さん（笠間地区）優勝の言葉 

港南台の月例会は２度目の出席。 

入会４年目を迎えたのに傘入れに苦戦の日々に、嫌気も出

始め、でも大好きなＴＢＧ。前日の午後の練習の中で、自

分に会っている打ち方ではと感じ出席を決めました。昨日

までの私ではない自分が、それを真剣にプレー体験して一

応その場は成功。沢山のハンデのおかげとは言え優勝出

来、３年間の練習も無駄ではなかった事も実感。ＴＢＧの

仲間に出逢えた事に感謝。また、これからも楽しめる気持

ちになれた事に幸せを感じています。皆さんありがとう。 

金沢区ＴＢＧ１５周年記念親善交流大会（於：海の公園）

２月２６日（火）、冬空の曇天の下、総勢９４名（栄区 

１５名）の競技参加者が集いました。開会式では同協会 

の目黒会長から、同協会の発足時に栄区ＴＢＧ協会の中 

山さん、近藤（新）ご夫妻の尽力に謝意が報告されまし 

た。男子シニア部門では、伊勢本さんが６８のスコアで 

優勝、１５周年の特別賞の１５位には川瀬さん、ＢＢに 

は、塩谷（篤）さんが入賞されました。 

 

ホールインワン： 

春日悦雄・小野厚義・松嶋四郎・加藤壽夫 

 

雨宮さん 藤高さん 中山さん 伊藤さん 宮原さん 水川さん 

原さん 水川さん 



  

 

 

 

 

  

  

 

２０１９年度・定期総会（第１７回）案内 

４月１７日（水）午後１時から豊田グランド会議室において開催します。 

議題 平成３０年度事業報告、収支決算報告及び監査報告、新年度事業計画案、予算案、新年度役員候補案 

総会資料は４月第1週に配布しますので、４月１５日（月）迄に地区責任者へ出欠報告と、欠席者は委任状を提出下さい。 

地区対抗交流会 及び お花見会 いの山東公園 

曇天の「いの山東公園」桜は八分咲きで見頃ですが、真冬の様な寒さのなか寒さに負けず、総勢４４名（競技参加

４１名）が集い、熱戦が繰り広げられ優勝：港南・さかえ地区（143ポイント）、準優勝：上之・いの山地区（150ポ

イント、三位：笠間・豊田地区（154ポイント）でした。ゲーム終了後は、お花見会が開かれました。寒さに負けず？

冷えたビールに震えながらも、おいしいお弁当に舌鼓。和気あいあいとお花見を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　2019年度　第1回地区対抗交流会成績　いの山東公園　ハンデ戦ハーフ競技　いの山東公園

優勝　 さかえ・港南地区 準優勝 上之・いの山地区 3位 笠間・豊田地区

氏名 スコア ハンデ NET 氏名 スコア ハンデ NET 氏名 スコア ハンデ NET

一柳信也 35 11 24 伊勢本幸雄 34 6 28 後藤　誠 39 10 29

横田　弘 39 10 29 森田絹代 49 20 29 鈴木丈司 42 13 29

森田正之 43 14 29 川喜多成子 44 14 30 春日悦雄 43 11 32

恒松米子 50 20 30 青木　聳 45 14 31 福原朝子 42 10 32

小泉茂實 43 12 31 近藤早苗 45 13 32 信太一彦 47 15 32

上位5名合計 143 上位5名合計 150 上位5名合計 154

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

4月  9日 (火) 戸塚区TBG15周年記念交流会東俣野S広場 5月 14日 (火) 傘入れ講習会 港南台グランド 

4月16日 (火) 選手権大会 港南台グランド 5月15日 (水) 青葉区交流会 予備日6/5 

4月17日 (水) 定期総会 豊田グランド会議室 5月19日 (日) 県・第１回個人選手権大会兼全日本大会選考会 

4月23日 (火) 県・定例交流会神明台スポーツ広場 予4/26 5月22日 (水) 月例競技会 豊田グランド 

4月25日 (木) 横浜市TBG協会 総会 県民活動センター 5月23日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 

4月26日 (金) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 5月24日 (金) 市・夏季競技大会 神明台スポーツ広場 
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４月１日付け 入会者紹介 

べっしょ たけお 

別所  武夫さん 

 

港南区港南台在住 

所属 港南地区  

 

 

 

 

別所 

４月１日付け 入

会者紹介 

５月連休時の各会場練習会 

４月２９日(月)から５月６日（月）迄連休です。 

笠間ふれあい広場は

この間も練習会を行

いますが 

他の３会場は休場と

なります 

羽根付きボール価格 

仕入れ先と交渉し、全てのカラーボールは新旧共に、 

従来と同一値段で提供 

できることになりました 

 

販売用具担当 

近藤正純 

 



男子の部：競技参加者３１名

２０１９年３月１５日（金）　天候：晴れ

女子の部：競技参加者１１名

       朝は少し冷え込みましたが、春らしい穏やか
　　　な天気☀風もほとんどなく絶好のバード日和です。
いの山東公園には、男女42名の方が集い熱戦を展開。
男子の優勝は、地元の近藤会長が、３４・２９のグロス６
３ネット５４の好スコアをマーク、見事優勝とベスグロを ホールインワン　：　松嶋四郎
獲得されました。 　　　
準優勝は、同じくネット５４の遠井さん、第３位は福永さ
ん、第４位は小泉さん、第５位は鈴木さんが入賞されま
した。
女子の部は、福原さん（笠間）が実力を遺憾なく発揮さ
れ３８・３８のグロス７６、ネット６３でラウンド。優勝とベスグ
ロのダブルタイトルを獲得されました。　準優勝は望戸
さん、同スコアで第3位は永谷さんでした。（年齢差）
ホールインワンは松嶋さんが達成されました。今年度
３回目の記録達成となりました。天晴れ、天晴れ！！
入賞者の皆さんおめでとうございます。　

２０１９年度栄区TBG選手権大会が４月１６日（火）に
港南台グランドに於いて開催いたします。この大会は
当協会唯一のグロス戦で、実力No.１決定戦です。！！
日頃の練習成果を十分発揮し、栄冠目指して頑張ろう

　　　　
　　市・春季競技大会　　　於：神明台スポーツ広場
３月１２日（火）　好天の神明台スポーツ広場に於いて

　４月１の練習会より、ティーマークの色を下図の様に 市・春季競技大会が開催されました。　
変更いたします。　ティーマーク間距離は従来通りです。 総勢１３１名（栄区１２名）が熱戦を繰り広げました。

残念ながら栄区の入賞者はありませんでした。

＊　第１５回戸塚区親善交流大会
４月９日（火）に東俣野スポーツ公園で開催されます。
八重の桜が満開の頃で、心を和ませてくれますよ
栄区からは十数名が参加予定です。　頑張れ！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業部

選手権大会のお知らせ

第１６７回月例競技会

　ティーマーク・色の変更

（男子）近藤新二さん（上之地区）優勝の言葉

奇跡が起きました！！
何年振りかの優勝を、平成最後の記念すべき月例

会で達成したことを自分で自分を褒めました。
同伴者のお蔭でリラックスしプレッシャーも無く、「ヨ
シッ、一か八かのショットだ！」と攻めのプレーが殆ど
決まり、偶然の重なりもあって、ＯＢ＝２・バーディ＝１
２（内8連続）と奇跡が起きたのだと感じました。

夕食時、静かに一人で乾杯‼

（女子）福原朝子さん（笠間地区）優勝の言葉

春本番のぽかぽか陽気の月例会。
心うきうき出かけたものの、バス停に着いた時目の前
を遠ざかるバスの後ろ姿・・・。それからバス停でひ
たすら３０分間待ち、逸る気持ちで会場に着いた時、
すでにプレーは始まっていました。 応援と見学を
覚悟していた所、事業部長の野崎さんより「これから
直ぐに始めてください」との寛大なるお助けの言葉を
頂き参加することができました。
気持ちばかりが急いでなかなかうまくいかなかった所
を同伴者の三橋さんに引っ張って頂き
何とか最後まで出来ました。優勝というおまけつきで
す。沢山の感謝の気持ちでいっぱいです。

県・第１回定例交流会開催のお知らせ
第１回定例交流会が、神明台スポーツ広場に於い
て開催されます。参加費１０００円ボール支給です。
参加の申し込みは各地区責任者迄。
開催日：４月２３日（火）予備日：４月２６日

青色 赤色

青色 白色 赤色

赤色白色青色



  

 

 

 

 

  

  

 

２０１９年度・定期総会（第１７回） 

４月１７日（水）午後１時から豊田グランド会議室において出席者32名・委任状51名の 83名により総会成立。傘寿祝いが

中山次さんと遠藤勇征さんに贈られ、続いて年間表彰が発表された後。平成３０年度事業報告、収支決算報告及び監査報

告、新年度事業計画案、予算案、新年度役員候補案（布施信一会長、塩谷篤総務部長、野崎孝二事業部長、三橋壮史行

事部長、鈴木丈司会計部長等）が報告され。これに対して活発な意見が出されましたが、最終的に承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

5月14日 (火) 傘入れ講習会 港南台グランド 6月  2日 (日) 第9回三県交流会 

5月15日 (水) 青葉区交流会 予備日6/5 6月13日 (木) 公認指導員養成講座 

5月19日 (日) 県・第１回個人選手権大会兼全日本大会選考会 6月16日 (日) 第2回個人会員大会 予備日6/23 

5月22日 (水) 月例競技会 豊田グランド 6月17日 (月) 傘入れ研修会 いの山東公園 

5月23日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 6月21日 (金) 月例競技会 いの山東公園 

5月24日 (金) 市・夏季競技大会 神明台スポーツ広場 6月25日 (火) 第3回庄戸TBG親善交流会 

5月 29~30日  遠征研修会・金川森TBG/宝の山TBG 6月27日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 

２０１９年度５月　月例競技会ハンデ表　 　栄区ＴＢＧ協会事業部

笠間 ハンデ 豊田 ハンデ 港南 ハンデ さかえ ハンデ 上之 ハンデ いの山 ハンデ

乾　昭夫 23 雨宮利次 21 荒瀬　公 32 石川芳次 19 青木　聳 28 今中秀二 28
遠藤勇征 35 岩本澄美 40 一柳信也 22 近藤正純 21 阿久津圭一 21 重田　衝 0
古関　弘 27 小野厚義 23 加藤壽夫 24 佐藤信夫 32 伊勢本幸雄 12 高橋貞夫 20
小山英希 0 春日悦雄 23 塩谷　篤 32 野崎孝二 26 岩崎　勲 38 布施信一 21
塩谷　厚 0 川瀬幸彦 21 園田秀二郎 0 平越　浄 40 加藤賀洋 0 遠井昇 25
西村勝助 0 倉沢　孝 24 野村哲博 26 宮川至弘 26 近藤新二 14 高橋幸子 34
平澤　孝 36 越地重雄 33 羽多野輝雄 35 横田　弘 20 宍戸秀基 18 長瀬洋子 0
松嶋四郎 26 後藤　誠 20 福永嘉春 17 山崎陸生 23 中山　次 24 永谷美佐子 40
水川　淳三 32 信太一彦 30 藤高　宏 24 恒松米子 40 本間正晴 28 遠井栄子 40

若林　孝 16 鈴木丈司 26 森田正之 28 新美アイ子 0 川喜多成子 28

岩崎恒信 0 高橋　勲 33 小泉茂實 24 近藤早苗 27
妻鹿嘉兵 0 塚本邦治 33 田中武彦 38 宍戸佳子 27
前田壽男 0 福原信博 16 別所武夫 35 野村美代子 0
宮原省吾 20 三橋壮史 29 福永栄子 31 森田絹代 40

加納　清 0 村田暁作 40 口村妙子 0
有馬斉子 0 安藤　盛 40 西野幸子 0

岡山喜久代 0 根本かずえ 25
伊藤道子 40 福原朝子 20

鶴見由㐂子 22
水川安代 31
望戸　梢 40
宮原節子 40
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5月１日付け 入会者紹介 

こちゃ ともえ 

小茶 巴枝さん 

栄区桂町在住 

所属 笠間地区  

 

 

 

 

別所 

４月１日付け 入

会者紹介 

第15回遠征研修会案内 

実施日   5月29日（水）～30日（木） 

5/29金川森TBG常設コース、5/30宝の山TBG常設コース 

宿泊  甲斐リゾートホテル ☎055－263－7911 

山梨県笛吹市石和町上平井391－2              

参加費   17,000円 申し込みは5月22日まで 

にいみ あいこ 

新美 アイ子さん 

磯子区洋光台在住 

所属 さかえ地区  
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４月１日付け 入

会者紹介 

スローガン；明るく・楽しく・元気よく 

お二人の入会で 

会員数が90名 

（内女性24名） 

となります 

  

 

 

 

 

別所 

４月１日付け 入

会者紹介 



　平成最後の選手権大会が港南台グランドで開催され 　　選手権大会に連覇して
ました。春らしい暖かなグランドを時折、南東風がやや　 “伊勢本さんは前から打っているのだから、勝って当た
強く吹く中、女性7名、男性２７名が実力No.１を目指し り前だよ”と言う声が時々後ろから聞こえて来る様な気が
熱戦を繰り広げ、女子の部は宍戸（佳）さんが７８の好 します。しかしながら選手権大会は全く同一条件で戦う
スコアをマークして、栄冠を獲得されました。 のですから、この大会に勝てば間違いなく名実ともに
準優勝は1打差で、昨年優勝の福原さん、同スコアなが No.１プレーヤーです。
ら、年齢差で鶴見さんが第３位となりました。 こうなったら来年84歳で三連覇が目標です。この一年
男子の部は、Out36・Ｉｎ38グロス74の好スコアで、昨年 更に精進して、そう簡単には若い人に負けないよう頑張
に続き、伊勢本さんが連覇を達成されました。 っていくつもりです。
準優勝は石川さん、第３位は中山さんでした。 　　若い人たちの奮起を期待しております。！！
春日さん、横田さんがホールインワンを達成された。

      

　　男子優勝、伊勢本さん　　　　　　女子優勝、宍戸さん

お天気も良く、同伴者（三橋さん、石川さん，恒松さん）
に支えられ、今回奇跡が起き、私のところに優勝が
回ってきました。今度はどなたの所に行くのでしょうか？
ありがとうございました。

港南台グランドは、周辺住民の方々にご迷惑を掛けない
様に、9時からの使用となっていますが、特別に許可を得
て、8時３０分過ぎに開門し、コース作りしています。
出来るだけ早くコースを作り、皆さんに練習して頂ける様
努力しています。　
コース敷設をこれまでとは逆に、 まずはホールエリアを
敷設します。（下図参照）　100均で購入した荷作り用のロ
ープで、7.5ｍのロープ作成。傘支柱ピンの位置を決め
ロープを張ります。　コース用のロープには、先端から
１．２５ｍに青色、４ｍに赤色、９．３ｍに黄色の印を入れ
てあるので、それぞれの場所をボールで固定します。

上位入賞の皆さん 後は、ティーグランド方向にロープを出していきます。
ホールエリアは、だれが作ってもほぼ同じ形で出来ます。

19日（金）東俣野スポーツ広場に於いて戸塚区親善交流
大会が開催されました。　選手を励ますかかの様な満開
の八重桜。総勢121名（女性30名男性８１名）当協会から
１2名（女性２名男性10名）が参加いたしました。
結果は、男子シニア部門で伊勢本さんが、７４の好スコア
で見事優勝。女性のシニア部門では、川喜多さんが第３
位に入賞、近藤（早）さんが１０位、近藤（新）
さんは男子シニア部門でラッキー賞（７位）を獲得しました。

新緑が眩しい天候の下、標題の大会が４月２３日（火）に
神明台スポーツ広場で盛大に開催されました。
競技参加者は２２１名（横浜市ＴＢＧ協会所属人数１０１名
、栄区ＴＢＧ協会７名）で１８ホールストロークプレーで行わ
れました。
男子一般・シニア・女子の３部門で１～６位まで表彰され                                            　　　　　　完成したホールエリア

男子シニア部門で伊勢本さんが４位に入賞されました。

県・第１回定例交流大会開催される

平成３１年度選手権大会開催 伊勢本さん優勝の言葉

　　宍戸さん優勝の言葉

港南台グランドのコース作り改善

戸塚区親善交流大会の結果



  

 

 

 

 

  

  

 

会長退任のご挨拶        近藤 新二 

第２代会長を仰せつかり、微力ながら５年間務めさせていただきましたが、この度平成３１年４月本会総会において会長職を退

任いたしました。在任中は、組織見直しと活性化を図り、生涯スポーツとしてより楽しいプレーが出来る環境づくりを目指して来

ました。また、会の運営も皆で行うという方針も軌道に乗ることが出来たように思います。その間には、創立１５周年記念の諸行

事も成功裏のうちに終了することも出来ました。これらは全て後藤誠さん・布施信一さん両副会長のお力添えと共に、歴代の役

員の皆さんはじめ会員の皆さんのご理解とご協力によるものと心より感謝申し上げます。 

今後は、布施信一会長のもと当協会の益々の発展の為に、皆さんとプレーを楽しみながら一緒に歩んでいきたいと思います。 

 

会長就任挨拶          布施 信一 

２０１９年度定期総会において、栄区ＴＢＧ協会会長をお引き受けすることになりました。初代斎藤会長、２代目近藤会長の後を

引き継ぎ責任の重大を痛感しております。私は先輩が築いた当協会が更に発展するよう微力ながら尽力いたします。バードゴ

ルフを、老若男女が生涯スポーツとして「明るく、楽しく、元気よく」何時までもプレー出来るよう取り組んでまいりますので、会員

の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

障害者ゴルフについて  

様々な障害を抱えた方たちがゴルフをしていることをご存知ですか？ 

パラリンピックにはまだ採用されていませんが、障害者ゴルフ世界選手権

大会も開催されていますし、NPO法人ジャパン・ハンディキャップゴルフ

協会も 10年前に設立され活動をしています。 

笠間ふれあい広場でも近隣の方がヘルパーさん付き添いで車椅子ゴル

フを楽しんでいます、当協会もこうした方たちを支援していきますので、会

員皆様の協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

6月  2日 (日) 県・第9回三県交流会 6月28日 (金) 第3回庄戸TBG親善交流会 港南台G 

6月13日 (木) 公認指導員養成講座 7月17日 (水) 月例競技会 豊田グランド 

6月16日 (日) 県・第2回個人会員大会 予備日6/23 7月21日 (日) 県・第3回個人会員大会 予備日7/28 

6月17日 (月) 傘入れ講習会 いの山東公園 7月24日 (水) 地区対抗交流会・暑気払い 豊田グランド 

6月21日 (金) 月例競技会 いの山東公園 7月25日 (木) 定例役員会 中野ケアプラザ 3時~ 

6月24日 (月) 定例役員会 中野ケアプラザ 3時~   
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6月１日付け 

 入会者紹介 

 せいけ みなこ 

清家 南子さん 

栄区尾月在住 

所属 いの山地区 
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４月１日付け 入

会者紹介 

遠征研修会 

5月29日から30日に予定さ

れていた「遠征研修会」は参

加者が少ないため中止とな

りました。 

今後皆様が参加しやすい日

帰り企画を検討し、今期中実

施予定です、ご期待下さい 

体育普及功労賞受賞 

5月 16日に栄区体育協会で 福原朝子さん、後藤誠

さん、倉沢孝さんが表彰されました。 



令和初の月例競技会は、５月２２日（水）開催予定でした 「庄戸ＴＢＧの会」は、三島会長以下会員約30数名の会
が、前日の大雨の影響でグランドコンディション不良のた で、どの協会にも属さないプライベートな会です。　
め中止順延となりました。 当協会の会員数名の方もこの会に所属されています。
２８日（火）に港南台グランドで代替え開催となりました。 昨年6月、いの山東公園で第１回交流会が開催され、
前日までの猛暑は一段落しましたが、南西からの強風が　　第２回目は１２月に、「庄戸ＴＢＧの会」のホームコースで
吹き荒れる中、総勢３２名（男子２８名・女子４名）が熱戦を 開催されました。　（当協会から１２名参加）　
繰り広げました。　＊　女子参加者４名で男女混合 今回は、6月２８日（金）港南台グランドに於いて第３回目
強風でスコアメイクに苦しむ中、一柳さんが７２の好スコア を開催いたします。  予備日７月５日（金）です。
で見事優勝されました。準優勝は日頃の練習成果を遺憾 皆様の参加をお待ちしています！！。　
なく発揮された恒松さん、第３位は近藤（早）さん、第４位
は佐藤さん、第５位は、遠井（栄）さんでした。
女性３名の方が上位入賞された事は特筆ものです。
上位入賞の皆さん、おめでとうございます。 ５月１４日に行われる予定の、今年度第１回傘入れ講習会

は雨のため、２１日順延されましたが、まとも雨のため中止
となりました。　第２回は、いの山東公園で６月１７日（月）

      に開催予定です。　お楽しみに！！

５月１５日（水）青葉区ＴＢＧ協会親善交流会が開催されま
した。　曇、時々晴、微風の絶好なコンディションの下で、
総勢７４名（栄区３名）が参加し、交流を深めながらＴＢＧを
楽しみました。
男子シニアの部で、伊勢本さんが６８の好スコアで優勝。
おめでとうございます。

　　 ５月１９日（日）厚木市下川入ＴＢＧ場において、第１回個
人会員競技大会兼全国大会予選会が開催されました。
厚木名物の強風が吹き荒れる中総勢１３０名が（横浜市２９
名、栄区３名）参加し熱戦を繰り広げました。
残念ながら当協会から入賞者はありませんでした。

５月２４日（金）神明台スポーツ広場において、市・夏季競
技大会が開催されました。　総勢１２４名栄区から７名参加
しました。真夏日の厳しいコンデションでしたが、暑さに負
けず全員無事にプレー致しました。

　上位入賞された 男子シニアの部で伊勢本さんが5位に入賞されました。
　恒松さん、一柳さん、近藤さん、佐藤さん、遠井さん

                          　一柳さん優勝の言葉

市・夏季競技大会開催される

一柳さん優勝　（月例競技会） 第３回「庄戸ＴＢＧの会」との交流会

　傘入れ講習会は雨で中止　😢

青葉区親善交流会で伊勢本さん優勝🏆

県・第１回個人会員競技大会

前日までの暑さを思うと真夏の
暑さが心配でしたが、今朝は曇
り空で良い天気になるような気
がしました。私は風が吹くのは
皆さんが嫌うほどいやではない
ですが、今日の風は思ったより
強く風の強さと方向を計算し打
ちました、予想した通りに球が
飛んで行った時にはなんとも言
えない気持ちよさを感じ、バー
ドゴルフをますます好きになり
ました。今回一緒に回った小野
さん平越さんとはリズムも合い
楽しく18ホールを回れました。
ありがとうございました。
「朝乃山の気持ちわかる一柳」



  

 

 

 

 

  

  

 

 

傘入れ講習会が６月１７日(月)いの山東公園で開かれ２６名の方が参加、近藤新二講師、後藤誠講師、伊勢本幸雄講師による

ハイレベルな指導内容を下記に纏めておきましたので参考にしてください。(ブログで動画が見られます)  

近藤新二講師講習内容 

クラブの働き 

１． ボールを飛ばす（クラブを振るスピード） 

２． 飛ばす方向（左・右・開く・寝かす・閉じる・立てる） 

体の動き 

・頭（目）の動き（ボールがマットから離れるまで動かさない） 

・滑らかなスイングを心掛ける（打ちに行かない） 

 

・右肩の動き（右肩を上げない） 

・ボールの低い弾道（拳を打点より前に） 

・余分な力みが入ると動きが制限される 

傘入れ 

◎ 絶対条件 ボールの直前下にフェースを入れる 

１． ホールまでの距離感覚 (A or B) 

A． バックスイングの大きさで決める 

B．  

C． フォローの大きさ（強さ)で決める 

２． ホール付近(およそ 5ｍ以内) 

・フェースの上向き角度（開く・ねかす) 

・フェースの左右向き(ホールの端に向ける) 

 ・カット打ち(キル)は上がるが距離が出ない 

 ・ホールの方向に振ると距離は出るが上がりにくい 

 ・打ち込み３種（上から・水平・中間）とトップ・ダフリ 

３． フェースに載せて運ぶ動き(気持ち) 

４． この位の力・この位のスピードという勘働きが重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

7月  5日 (金) 第3回庄戸TBG親善交流会 港南台G 笠間夏休み 8/12(月)、8/15(木） 

7月17日 (水) 月例競技会 豊田グランド 豊田夏休み 8/ 7(水)、8/14(水)、8/21(水) 

7月21日 (日) 県・第3回個人会員大会 予備日7/28 港南台夏休み 8/ 9(金)、8/13(火)、8/16(金) 

7月24日 (水) 地区対抗交流会・暑気払い 豊田グランド いの山東夏休み 8/16(金)、8/19(月） 

7月25日 (木) 定例役員会 中野地域ケアプラザ 3時~ 8月22日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター２時 

  8月28日 (水) 月例競技会 豊田グランド 
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後藤講師による指導内容 

◎ マットの向きを 2nd ホール左端に向けるこ

とで、クラブの抜け（インパクト後のフォロ

ー）が良くなる 

◎ インパクト後も拳位置を動かさずに、その場

で回転してクラブフェースを上に向ける 

◎ クラブフェースのフロントエッジがボール

下にいつも入るように、自宅畳の上にマット

を置き、マット上の羽根付きボールが 45 度

の角度で上がるよう毎日でも練習するのが

大事です 

公認指導員養成講座 

6 月 13 日座間市にあるグッティハウスで行われた標記講習会

に、当協会の野崎さんと鶴見由㐂子さんが参加し見事合格され

ました。合格により県TBG協会個人会員にもなります、お二

人の今後の活躍と指導に期待がかかります。 

迷ったら基本を思い出せ 

努力は報われ 継続は技能を高める 

日々の努力次第で、傘入れは完璧になる 

伊勢本幸雄講師による傘入れの基本 

「絶対に頭を上げない、ゆっくり打つ」の二つを守

ることです。 後はゴルフのパットと同じでそれぞ

れ自己流です。距離感は練習で会得するもので、 

高い球かライナー性かはその時の風などの状況で

判断します。 

風が有る時 

無風時 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子優勝の小泉さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子優勝の高橋さん

　　

　　　　女子優勝、高橋さんの言葉
　当日は、思いがけない成績で驚いています！。
最近は、体調はが思わしくなく、練習不足で心配だったの
ですが、当日は、曇りとの天候の予報でしたので、楽しむ
つもりで急遽参加させて頂きました。
予想外の成果を得られましたことは、皆さんが通常の練習
の成果を出し切れなかことが、私の幸運に結びついたもの
と思っています。　同伴者の皆様と楽しくプレーが出来まし
たこと感謝いたします。　有難うございました。

男子優勝、小泉さんの言葉
上位入賞の皆さん 　今日の初優勝を届けたくて

梅雨の合間の曇り空にも、木洩れ日の様な日差しの中、
最高のコンディションに仕上げられた心地よい環境の下で

生涯スポーツとしてTBGを楽しむため、エチケットとマナ 本月例競技会のプレーが出来ましたことに、幸せを感じま
ーを優先し、明るく・楽しく・元気よく、プレー出来る様に した。　入会して早や１．５年（2018.1.1入会）以来ターゲッ
次の点に心がけましょう。　 ト・バードゴルフに関して技術的なことをはじめ、諸々の事
＊　常に明るい挨拶をしましょう。　おはよう・お疲れ様 柄について、常日頃ご指導ご教示下さいました諸先輩の
＊　プレーヤーはストロークを行う前に、クラブが当たる 方々に、お礼の心を込めて、初優勝の姿を届けたいと心
　　可能性のある所に、人がいないことを確認する。 掛けてまいりました。　希望が叶って大変うれしく思ってい
＊ 自分を有利にする行為はしない ます。同伴の雨宮さん、阿久津さん、遠井さんご声援有難
＊ 使用するボールに印を付け、自分のボールを確認 うございました。　”楽しかったですよ”　最後に会員各位、
＊ 自分のボールは自分で取る 同伴者、勝負運に心からありがとうを申し上げます。
＊ ホールアウト後は、速やかにホールエリアから離脱 県・第２回個人会員大会
＊ 全体の流れに注意し、自分勝手な行動は控える ６月１６日（日曜日）に相模原市麻溝会場で県・第２回個
＊ スコアは正確に申告する 人会員の大会が開催されました。
　ゴルフは、フェアープレーを重んじるスポーツです。 参加人員の総数は１３１名（横浜市ＴＢＧ協会２４名・栄区
プレーヤー一人一人が、他のプレーヤーに対し心配り からは４名(布施、中山、伊勢本、塩谷さん)の方が参加。
をし、礼儀正しさとスポーツマンシップを示しながら、 前日までの強い風雨と異なり新緑の木漏れ日の中プレ
洗練されたマナーで立ち振る舞いましょう。 ーが行われました。残念ながら栄区のメンバーの上位入
これがゴルフの精神です。　　県TBG協会　近藤幸孝 賞者はありませんでした。

エチケットとマナー

ホールインワンは、３位に入賞された鈴木さん、ティーショットはやや荒れ気味でしたが、春日さんが達成されました。

　　男子小泉さん、女子高橋さんが優勝　第１６９回月例競技会　🏆

　第１６９回月例競技会が、６月２１日（金）「いの山東公園」で開催されました。　梅雨の時期特有の蒸し暑いお天気。
時折吹く風が気持ちよく感じられます。　月曜日までは伸びていた草が刈りこまれていました。　感謝・感謝です。
参加者４１名（途中棄権２名・不出場１）により熱戦が繰り広げられました。 男子は、Out40･In37･Gross77で回った小泉
さん、女子はOut40･In47･Gross87の好スコアマークして高橋（幸）さんが優勝いたしました。　おめでとうございます！。

上之・いの山地区の皆さん、早朝からコース作りご苦労様でした。　　（＾ｖ＾）
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会だより 200号 

栄区ターゲット・バードゴルフ協会・会だよりは斎藤信義元会長が設立時創刊号（2002年12月）から会長退任された

11年余にわたりお一人で編集発行されておりました。その後、雨宮さん、後藤誠さん、総務部が担当し現在の200号に

至っております、今後も会の情報誌として継続して発行いたしますのでご協力の程よろしくお願い致します。 

200号記念として4地区の皆様の活動を紹介させていただきます。 

笠間地区の雰囲気         松嶋四郎 

笠間地区の会員数は5月末現在で22名（内8名が女性）、皆さん元気で毎回楽しく参加されています、5月度の出席状

況を見ると、来場者総数は 244名で、9回開催なので 1回あたり 27人と月例会並の賑やかさで、祝日も休むことなく

雨の日以外は実施しています。 

皆さんが来てくださる理由を考えてみました 

１． 練習会の雰囲気が良い 

２． バス停が近く交通の便が良い 

３． 駐車スペースがあって車で来ることが出来る 

４． ゆったりとした気分でプレーに参加できる 

５． 女性の方が大変気に入っている 

６． 会員の皆さん仲が良く、プレー以外でも付き合える 

７． コースが色々工夫されており、男女共に楽しめる 

笠間ふれあい広場の日々の活動は近所の人のことを第一に考えて練習会のスタートは 

9時15分としている、準備の方は８時から静かに進めています。 

女性会員が多く、練習会には他地区からも平均10人もの方が参加され賑やかです。 

皆さん仲が良くて元気で楽しく和気あいあい！18ホールのプレーはあっという間です。 

高齢者が多く心配されていたトイレの件も、地区責任者の熱意と隣接する施設の好意で 

施設内のトイレを借りることが出来、安心してプレーに集中できるようになりました。 

また会員の皆さんが行っている籠入れ等の様子を見て、隣接する施設入所者の方が参加 

を希望され、会場の横で傘入れ練習を行ったのをきっかけに、毎週月曜日には参加して頂き交流を深めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木々の新芽が出る４月に望戸さんの紹介で入会。 

ゴルフには全く関係ない私にクラブが振れるかと、不

安を持ちながらの入会でした。 

後藤さん、松嶋さんの手厚いご指導のもと、後期高齢

者ですが頑張っております。 

練習でたまにボールがフェース芯に当たり「カーン」

と音がした時の気持ちよさは最高です。 

皆様の明るい笑顔と真面目さを糧に、楽しい人生を過

ごしていけたらと思っています。 

これからも皆様のご指導をよろしくお願い申し上げま

す。                  小茶巴枝 

平成22年に友人に誘われTBG協会に入会させて頂き

ました。よき仲間と楽しくプレーしていましたが途中

で緊急入院、リハビリと不安な闘病時期もありました

が、以前のような運動が出来る体力が欲しいと目標を

立て、日々リハビリとストレッチを頑張った結果、よ

うやく皆さんの仲間として迎えていただき、再び皆さ

んと楽しくプレーが出来るようになりました、まだま

だスムースに体は動いてくれませんが、今後はリハビ

リを兼ねた生涯スポーツとして続けていきたいと思っ

ております。             小山英希 

 

男性の方々には朝早くからコース作り準備をしていた

だきありがとうございます、特に松嶋さんは暑い中プ

レーをしないで草刈りをして頂き頭が下がります。 

個人的な要望として 

・笠間ふれあい広場でも傘入れ講習会を行って頂け

ませんでしょうか 

・ティーショット位置で 80歳 85歳以上はマークか

ら個人の裁量で２歩前になっていますが、印をつ

けて頂くと安心してプレーが出来ます。 

                   有馬斉子 
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豊田グランドの歴史と運営      三橋壮史 

豊田グランドは旧県立豊田高校のグランド跡地であり、県から市に払い下げがあり、その後栄区が 2001 年頃に栄区地

域住民及び栄区民のスポーツ広場として、栄区スポーツ振興会と地域住民に開放された場所であります。 

豊田グランド管理運営委員会では「グランド使用料及び会議室使用料」を取り運営費を賄っています。 

このグランドを使用している団体は34団体が登録されており、グランド使用の申し込みは、1ヶ月前に翌月分の使用日

を書類にて管理運営の事務局長宛てに提出し、使用認可書を頂いております。 

このグランドはすでにご存じの通り、中央部は砂地の野球グランドですが、バード・ゴルフは9ホール全てが芝草地の

中でプレーが楽しめるようにコース設定しております、周りが JR 高架線と企業ビル＆住宅に囲まれていますが圧迫感

が無くのびのびとプレーが出来ますので是非お越しください。但し残念ながら、この場所は横浜市環境創造局「飯島地

区雨水調整池工事」のため来年3月以降は使用できなくなります、今後約７カ月の残された月日ですが、毎週水曜日の

豊田グランド練習日を他地区の皆様と共に楽しんでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

港南・さかえ地区の特色      一柳信也 

私が 2006年栄区 TBG協会に入会した頃は港南台高校前の港南台スポーツ広場で練習会を行っていました、朝 8時に

皆が集まりコース作りとプレーと先輩方との交流で楽しかった時間が7年間続き、中でも佐藤寿さんとの交流は思い出

深いものが有り亡くなった後にその偉大さに気が付きました。その後移転した港南台グランドは少年野球グランドが 4

面取れる広さで、野球を行う団体が定期的に草刈りをしてくれるので大変助かっております。現在の港南さかえ地区は

副責任者の野崎さん石川さん森田さん加藤さんという若手が運営してくれておりとても活気があります、このグランド

には駐車場はないですがバス停が近くにあり便利な場所ですので皆様のご来場をお待ちしています。 

この会場では火曜日と金曜日午前中練習会を行っておりますが、グランド脇を通る一般の方がよく覗いていかれます、

会員募集ポスターを渡し簡単な説明や傘入れ練習を指導しています、若い会員の増加が喫緊の課題であるので今後も

色々な手段で会員募集を行っていきます。                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

上之・いの山地区の特色      近藤新二 

いの山東公園会場は、会設立後まもなく 2008年 4月いの山東公園グランドを使用していた他団体が退くことになりそ

の後釜として週１日の使用許可が下り、更に２か月後から現在のように週2回利用出来るようになりました。広さは余

裕をもって9ホール設置でき、前日大雨でも翌日のプレーには支障ないほど水捌けの良いグランドです。 

この場所は春夏秋冬どの季節も素晴らしいのですが、春の地区対抗交流戦後に行われる「お花見会」では、桜花下で弁

当を広げて懇親を深めております、更にはプレーでは見せない先輩方の別な姿を発見できる楽しさもあります。 

またコースは月曜日9ホール・金曜日6ホールを設定していますが、芝地と砂地が混在し、更に周囲の擁壁に沿って湾

曲されたコースが多く距離感と方向取りを難しくしています。他地区にはない関門もある面白いコースなので他地区の

皆さんも沢山参加して経験を積んで下さい。 

上之・いの山地区会員は創立時メンバーが多かったこともあり積極的に市・他区の交流会等に出場していましたが、現

在は会員の高齢化でこうした場所への参加は足が遠のき勝ちになっています。 

それでも今後長く続けるためには「みんなが楽しい・毎回参加したい」と思える環境づくりと、このスポーツの認知度

向上を含めて普及活動の大切さを上之・いの山地区会員一同痛感しているところです。 

私達会員も生涯スポーツとしてTBG練習に励み続けますので、「会だより」も共に歩み続けましょう。 

電車が見てるから力が入るのです！ 

根岸線の電車は10両編成で下りの電車からグランドが良く見えます、手を振れば応えてくれる乗客もいます、だ

から張り切ります。2・3両目で大きく素振りをします、それから本番を思いきり打ってもまだ10両目ほどで

す、電車が見ている豊田グランドは素敵な練習場所です。                   後藤誠 
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7月 24日 豊田グランド 地区対抗交流会報告 

快晴、微風の中３８名の参加者でハーフ競技が行われました、結果は下記をご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年６月３０日付け競技規則改正 

下記のように競技規則が改正されましたので実施をお願いします。 バンカーの処理を池と勘違いしないようにして下さい 

１． 偶然に球を動かしても無罰（元に戻す)。ショットしたボールがクラブや自分自身や自分の用具に当たっても無罰 

２． ２度打ちは無罰 

３． バンカーに入ったボールは、同伴競技者に宣言してバンカーの後に出して、２打罰でショット出来る。また、バンカー内の

邪魔物は取り除ける （石も取り除ける） 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

笠間夏休み 8/12(月)、8/15(木） 9月 6日 (金) 泉区TBG協会親善交流大会 泉区遊水池 

豊田夏休み 8/ 7(水)、8/14(水)、8/21(水) 9月14日 (土) グッディ杯選手権大会 予備日9/16 

港南台夏休み 8/ 9(金)、8/13(火)、8/16(金) 9月20日 (金) 月例競技会 いの山東公園 

いの山東夏休み 8/16(金)、8/19(月） 9月20日 (金) 定例役員会 中野地域ケアプラザ3時~ 

8月19日 (月) 定例役員会 中野地域ケアプラザ3時~ 9月 21,22日  第6回全日本TBG大会 

8月28日 (水) 月例競技会 豊田グランド 9月 29,30日  第28回関東甲信越BL大会 

201号 
発行 2019年8月 

発行責任者  布施信一 

編集者 塩谷篤  野崎孝二 

藤高宏 

栄区 TBG 会だより   

栄区ターゲット・バードゴルフ協会 

http://yokohamashi-sakaeku-tbg.blog.jp/ 

暑気払い 

7 月 24 日（水）地区対抗交流会後の豊田グランド会議室にお

いて暑気払いが開催され 38 名の方が参加し、後藤さん松嶋さ

んに手配して頂いた美味しいお弁当に舌鼓、冷えたお酒がまた

格別でした！！その後は、古関さんからお借りしたカラオケセ

ットを使ってのカラオケ大会、皆さんの美声が聞かれました。

世話役の高橋さん小野さんありがとうございました。 

8月 1日付け 

入会者紹介 

 

おぐま としお 

小熊  俊夫さん 

栄区上之町在住 

所属 上之地区 

2019年度第２回地区対抗交流会成績表 豊田グランド

優勝：　笠間・豊田地区 準優勝：　上之・いの山地区 3位：　港南・さかえ地区

氏名 スコア ハンデ NET 氏名 スコア ハンデ NET 氏名 スコア ハンデ NET
1 倉沢　孝 36 12 24 1 川喜多成子 40 14 26 1 羽多野輝雄 42 17 25
2 村田暁作 45 20 25 2 近藤早苗 40 12 28 2 石川芳次 37 9 28
3 春日悦雄 37 11 26 3 布施信一 37 8 29 3 園田秀二郎 44 15 29
4 小野厚義 37 11 26 4 高橋貞夫 39 10 29 4 小泉茂實 38 8 30
5 後藤　誠 38 10 28 5 遠井　昇 41 12 29 5 福永嘉春 38 8 30

上位5名のスコア 129 上位5名のスコア 141 上位5名のスコア 142



      

　　

＊次回ハンデキャップ　古関３１、若林、２０、宮原３５(省）、園田３７、根本３２に変更

県・第３回個人会員大会
　７月２１日（日）相模原市の麻溝台公園の常設コースで

雨で順延されていた、庄戸ＴＢＧの会との交流戦が２６日 第３回個人会員大会が開催されました。
（金）に港南台グランドで開催され、庄戸から１１名、当協 参加人員の総数は１３０名（横浜市ＴＢＧ協会３０名・栄区
会から３１名が参加。熱戦を繰り広げました。　上位５名の からは布施、中山、伊勢本、野崎）が参加致しました。
成績で競う団体戦は、３６９：３８１で当協会が勝利。 林間コースならではの、木の間を縫いながらのショットの
個人戦、６９の同スコアでしたが、年齢差で近藤（新）さん 連続です。残念ながら栄区のメンバーの上位入賞者
が優勝。準優勝は、庄戸の伊勢本さんでした。 はありませんでした。

「庄戸ＴＢＧの会」と交流戦開催

猛暑に負けず、超ベテランの村田さんがNET２５の好スコアをマークし優勝されました。おめでとうございます。

　村田さん優勝　第１７０回月例競技会　
　　　　　　　　　　真夏の太陽が照りつける猛暑の豊田グランドに於いて。第１７０回（７月度）月例競技会が
　　　　　　　　　　開催されました。　猛暑を物ともせず３２名（男子３０名・女子２名）が集結し熱い戦いが繰り
広げられました。　競技開始前、グランドで計測された温度は３４℃。　南西からの風が少しだけ体感温度を下げて
くれましたが、ハーフラウンド終了後の外気温が３５℃を超えたため、競技会は打ち切りとなりました。

出場者最年長の福永さんと、川瀬さんのお二人が３７の同スコアでラウンドし、ベスグロを獲得されました。
準優勝に野崎さん、第三位は高橋（勲）さん、第４位は川瀬さん、第五位に後藤さんがそれぞれ入賞致しました。

　　　優勝の村田さん（左）と布施会長　　　　　　会長挨拶　　　　村田さんを中心に上位入賞者の皆さん
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 栄区TBG協会親善交流大会準備状況 

第17回栄区TBG協会親善交流大会が 10月8日(火)に港南台グランドで行

われます(予備日10月11日)、会としては実行委員会を設置し下記のように準備

を進めております。   

 

                

9月  9日(月) 午後1時半から港南台グランドにて用具・備品確認、点検 

9月19日(木) 午後3時から中野ケアプラザで実行委員会 

9月30日（月） 午後1時半から港南台グランドにてロープ整備、コース確認 

10月7日(月) 午後1時から港南台グランドで前日コース設営 

 

２０１８年からの新会員歩み（一部の方を紹介） 

≪宮原節子さん省吾さん（2018年6月入会）≫ 

私がターゲット・バードゴルフの仲間に入れて頂いて 2年3か月が過ぎました。 

キッカケは 10年以上の地域活動から解放されたのが一因になります。その 1 

年後に主人も入会しました。年一回のOB会ゴルフコンペで現役と一緒になっ 

てプレーしていたのですが、体を痛めたのを境にターゲット・バードゴルフに転向しました。主人は今も時々仕事に行っており、タ
ーゲットを始めた頃は私の chauffeurでしたが今ではすっかり嵌まり込み「こんなに、のめり込むとは！」と喜んでいます。子供達も
独立した現在、二人で共通の話題を持てるし、運動量も適度な丁度良いスポーツだと考えています。スコアは中々上達しません
が、福永さんご夫妻のようにいつまでも続けられるよう精進したいと思います。 

≪田中武彦さん（2018年8月入会） 「わたしとＴＢＧとの出会い」 ≫ 

平成30年7月8日「港南台第一中学校予備グランド（通称）、用地交渉報告会・反省会」に出席した時のことであった。 

この会は、「署名集めのご苦労さん会」であることは開催場所と雰囲気から理解できたので、美味い酒を飲める雰囲気の場所を「嗅

覚」を利かせて探索していた。幸いなことに、紳士然とした二人連れの前に空席があったのでそこに着席。 「会話のボールは自

分に有り」と言うことを読み知っていたので、早速実践とばかり、「どのような団体の方ですか」とお二人に話しかけた。「栄区のター

ゲット・バードゴルフの会です」と近藤新二会長、塩谷篤事務局長の答えであった。これがＴＢＧとの出会いの始まりとなった。 ＴＢ

Ｇと言う言葉は初耳であったが、生来の話好きに加えてお神酒の勢いもあってか相手の気持ちを考えずに、根掘り葉掘りしつこく

尋ねたことを覚えている。その頃、腰痛からゴルフを卒業かと思っていた時期でもあり、ゴルフという言葉に反応して、次なる楽し

みとしてはもってこいのスポーツと勝手に捉えてしまっていた。 

≪別所武夫さん（2019年4月入会）≫ 

40年前から忙しい仕事の合間に月一ゴルフを楽しんでいましたが、75歳で現役をリタイヤし時間を持て余していた時に港南台グ

ランドでバードゴルフを見て面白そうだと感じました、旧友の一柳さんのアドバイスもあり今年4月に栄区TBG協会に入会し毎週

の練習会を楽しく回らせて頂いています。個人的にはティーショットが思った方向に飛ばず悩んでいるなか、港南地区のある方か

らティーショット打ち方の個人指導をしてもらったり、ラウンド中でも先輩方から色々な打ち方を教えてもらったりで大変勉強になり

有難く思っております。私も頑張りますので今後ともよろしくお願いしたします。 

いの山東公園倉庫、8月 2日に旧倉庫を廃棄し新しくしました 

 

今後の予定 (交流会等の参加申し込みは地区責任者まで) 

9月  6日 (金) 泉区TBG協会親善交流大会 泉区遊水池 10月 8日 (火) 栄区親善交流大会 予備日10/11 

9月14日 (土) グッティ杯選手権大会 予備日9/16 10月 9日 (水) 傘入れ講習会 豊田グランド 

9月20日 (金) 月例競技会 いの山東公園 10月15-16日  市・他県との交流会㏌山梨 

9月20日 (金) 定例役員会 中野ケアプラザ3時~ 10月23日 (水) 月例競技会 豊田グランド 

9月29日 (日) 笠間広場隣接のリエゾン笠間・夏祭り体験教室 10月18日 （金） 翠風荘 体験教室 

10月4日 (金) 市・秋季競技大会 神明台 予備日10/18 10月24日 （木） 定例役員会 中野ケアプラザ3時~ 

202号 
発行 2019年9月 

発行責任者  布施信一 

編集者 塩谷篤  野崎孝二 

藤高宏 

栄区 TBG 会だより   

栄区ターゲット・バードゴルフ協会 

http://yokohamashi-sakaeku-tbg.blog.jp/ 

③
L Ｍ

⑫ Ｍ

L
②

⑮

⑰

Ｍ Ｍ ①
Ｓ

⑪
④ ⑬

Ｓ

Ｓ

Ｍ

⑯
⑩

⑤ Ｍ ⑭ L ⑱ Ｍ

Ｍ

Ｍ

L ⑧ ⑨

Ｍ ⑦
 Ｎｏ．１　５５ｍ  Ｎｏ．１０　６０ｍ

 Ｎｏ．２　２８ｍ  Ｎｏ．１１　５５ｍ

 Ｎｏ．３　５０ｍ  Ｎｏ．１２　５０ｍ

 Ｎｏ．４　７５ｍ  Ｎｏ．１３　５０ｍ

 Ｎｏ．５　３３ｍ  Ｎｏ．１４　３０ｍ Ｓ
 Ｎｏ．６　８０ｍ  Ｎｏ．１５　８０ｍ ⑥
 Ｎｏ．７　２５ｍ  Ｎｏ．１６　８０ｍ

 Ｎｏ．８　５０ｍ  Ｎｏ，１７　５５ｍ

 Ｎｏ．９　６０ｍ  Ｎｏ，１８　５５ｍ

体

2019年度

親善交流大会

レイアウト

コースの回り方にご注意ください  



      

　　

　　優勝カップと賞品を手に春日さんと、布施会長
　後藤さん、藤高さん、春日さん、園田さん、安藤さん

マットを敷いてボールを打っていくので、地面や芝を痛め
る心配が無いのがTBGです。　 　横浜市最大の会員数を有する、泉区ＴＢＧ協会主催の
ほとんどの方が、ショットする前に素振りをします。　この時 親善交流会が、泉区遊水地で９月６日（金）に開催され
クラブを地面や、芝に打ち込む方を見受けます。 ます。予備日は９月１０日（金）です。
港南台グランドのD面を担当する、成人野球代表の方と 当協会からは、１２名が参加予定です。
お話する機会がありました。　代表者の方は、クラブで芝
を痛めると思っています。　ショットする時はマットを使用す
るので芝を痛めることは無いと説明いたしました。
しかしながら、素振りで芝を痛めるので、絶対に芝に打ち
込まない様にして欲しいと言われました。 　県ＴＢＧ協会主催のグッティ杯選手権大会が、厚木市
素振り時はマットを置いて素振りする様心がけましょう。 下川入TBG場に於いて、９月１４日（土）開催されます。
皆さんのご協力をお願い致します。　 予備日は１６日（月）です。

グッティ杯選手権大会

成績は、春日さんがＯＵＴ３７・ＩＮ３５・GROSS７２・NET４９の好スコアで優勝。　準優勝は藤高さん、第３位は園田さん
、第４位は後藤さん、第５位に安藤さんが入賞されました。　上位入賞の皆さん、おめでとうございます。
ベスグロは、ＯＵＴ３２・ＩＮ３５・GROSS６７でラウンドされた伊勢本さんが獲得されました。　 　
注目は、最年長福永さんです。　御年８９才ですが、長身で実に若々しい身体。鋭いスイングで飛距離が凄い！！。
ベスグロには、わずか及ばず残念。　

芝の保護にご協力を！
泉区親善交流大会

コースの中に給水ポイント（麦茶ポット）を設置し暑さ対策をして、10時前に競技会が開始されました。　

春日さんやったー！　久々の優勝！！
　　　　　　　　　　　開催日、場所を変更致しました月例競技会が、港南台グランドで開催されました。
　　　　　　　　　　夜明けからの雨で、開催が危ぶまれました。幸いにも8時頃には雨も上がりました。　この雨で出鼻を
くじかれたのでしょうか？、開始を少し遅らせてお待ちしましたが、２４名の参加で少々寂しい大会となりました。
降雨の影響で湿度が高く、温度計以上に暑く感じます。　日曜日に芝刈りをやって頂き、コンディションは良好です。

春日さん優勝の言葉

久しぶりの優勝嬉しく思い

ます。今日は珍しく風が

無く、低い球を打つと言う

プレッシャーが無かった

事、ＯＢ有り・バーディー

ありの波乱の展開でした。

同伴者の藤高さん、遠井

さん、３人が青マークから

のショット、飛距離も同じ

位、目標確認、楽しくプ

レーイ出来たのが良かっ

たと思います。



  

 

 

 

 

  

  

 

  第 17回栄区TBG協会親善交流大会 

当会会員は 10月8日(火)午前8時に港南台グランドに集合して下さい 

先月会だよりに載せたコースレイアウトは少し変更されました(右図参照) 

今回の大会で使用されるスコアカードは、各ホールのスコアと累計を 

記入することが出来ますのでご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リエゾン笠間レインボーフェスティバル体験会開催 

9月29日(日)9：30-12：00笠間ふれあい広場に隣接するリエゾン笠間にて「レインボーフェスティバル」が開催され各種催し

物が開かれました、当協会も地域への貢献ということで、リエゾン笠間の中庭で 2ホールの体験会を開き、当協会から 10

名の方が協力して、子供たちと楽しいひと時を過ごしました。 

   

10月からの消費税増税（8%から 10%）に伴う用具販売価格見直し 

従来からクラブやボールを仕入れているウインストン社から消費税UPの連絡が来ており、現在総務部内でこれらを加味し

ての販売価格の見直しを行っております、10月の役員会で説明し承認され次第皆様にお知らせいたします。 

 

今後の予定 (交流会等の参加申し込みは地区責任者まで) 

10月4日 (金) 市・秋季競技大会 神明台 予備日10/18 11月7日 (木) 第2回女子選手権大会笠間ふれあい広場 

10月 8日 (火) 栄区親善交流大会 予備日10/11（金） 11月9日 (土) 栄区民スポーツフェスティバル 

10月15-16日 市・他県との交流会㏌山梨 11月15日（金） 瀬谷区親善交流大会 予備日11/22（金） 

10月17日 (木) 傘入れ講習会 笠間ふれあい広場 11月19日（火） 横浜市民スポーツ大会 海の公園 

10月18日（金） 翠風荘 体験教室 11月20日（水） 月例競技会 豊田グランド 

10月23日 (水) 月例競技会 豊田グランド 11月22日（金） 県・第2回定例交流会 予備日12/6(金) 

10月24日（木） 定例役員会 中野ケアプラザ3時~ 11月25日（月） 定例役員会 中野ケアプラザ3時~ 

203号 
発行 2019年10月 

発行責任者  布施信一 

編集者 塩谷篤  野崎孝二 

藤高宏 

栄区 TBG 会だより   

栄区ターゲット・バードゴルフ協会 

http://yokohamashi-sakaeku-tbg.blog.jp/ 

ＤＡＴＥ　2019 .10 .8　　　　　　　　　　　　　　　港南台グランド仮設コース

HOLE 青 白 赤 PAR 　野崎

1 55 51 48 4 3／　

2 25 3 2／5

3 60 56 53 4 4／9

4 80 75 71 5 ／

5 60 56 53 4 ／

28

 
ティーショット 

位置にご注意 

男子一般

　男子一般

ショートホール

ミドルホール

ロングホール

3m4m

5m

男子シニア・女子一般

男子シニア・女子一般 女子シニア

女子シニア

4m

白色ﾏｰｸ青色ﾏｰｸ

青色ﾏｰｸ

青色白色ﾏｰｸ 赤色ﾏｰｸ

白色ﾏｰｸ 赤色ﾏｰｸ

赤色ﾏｰｸ

3m

男子 女子

3+2=5 

5+4＝9 

体

2019年度

親善交流大会

レイアウト

1M

2S

3M4L

12M

13M
16L

18M

17S

15L11M

14S5M

7S

6L

8M

10M
9M

55m

28m

60m

80m

60m

80m
23m

50m

55m
60m

55m

50m

55m

25m

80m

80m 30m

60m

➀

➁

➂

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

池

島

島



      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子優勝　後藤さん

　　　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子優勝　川喜多さん

    塩谷さん・　松嶋さん・　後藤さん・川喜多さん・鶴見さん・高橋さん

　　

　泉区親善交流大会が和泉遊水地にて、９月６日（金）に
開催されました。当協会から男子１０名・女子２名が参加。
真夏の様な暑さの中、１３６名が熱戦を繰り広げました。
女子シニア部門で、川喜多さんが準優勝に輝きました。 第２５回グッティ杯選手権大会
男子一般で石川さんが５位、男子シニアで伊勢本さんが５ 　９月１４日（土）厚木市下川入ＴＢＧ場において県内ＴＢＧ
位でした。　残念ながら、ラッキー賞の当たり無し。　😢　 実力ＮＯ１を競うグッデイ杯選手権大会が開催された。

曇空弱風の絶好のコンディションの下、県内から１３３名参
加。個人戦と団体戦競技が行われた。横浜市から２９名参
加（栄区から近藤（新）、中山、伊勢本、布施さん）
個人戦、男子シニア部門廣田さん（磯子）が準優勝。
女子部門高橋さん（泉）が準優勝、川中さん（泉）が３位に
入賞。団体戦で横浜市Ｂが４位、横浜市Ａが６位に入賞。

泉区親善交流大会

なかった鶴見さんですが、女子のベスグロを獲得。　第３位には高橋（幸）さんでした。　おめでとうございます！！
女子の部は、泉区親善交流大会準優勝の川喜多さんが、日頃の実力を遺憾なく発揮されて優勝。準優勝は１打及ば

　＊安藤、宮原（省）、春日、今中、近藤（正）さんの５名の方がホールインワンを達成されました。　　(^-^)

しょうか？塩谷さん第３位となりました。（昨年の１０月優勝）　　男子のベスグロは、伊勢本さんが獲得されました。

　　　１０月度月例会　男子・後藤さん、女子・川喜多さん優勝
　　　　　　　　第１７２回（９月度）月例競技会は、いの山東公園に於いて開催されました。　青空の下、初秋の風が心地
　　　　　　　　良く絶好のバード日和に、３５名（男子２８名・女子７名）の参加者が熱戦を繰り広げました。
男子の部は超ベテランの後藤さんが、（アウト３４・イン４０・Ｈ２０・ネット５４）ステディーなゴルフで見事優勝されました。
笠間ふれあい広場で、献身的な働きをする松嶋さんが、実力を発揮して準優勝。　いの山東公園との相性が良いので

後藤さん優勝の言葉
天候・同伴者・ハンデ・８５

歳・運と言う全てが、良い

方に集まりました。中でも

リーダの雨宮さんはじめ、

同伴の小泉さん、遠井

（栄）さんの心遣いに感謝

致します。体力の衰えは

如何ともしがたいところで

すが、此の頃は認知症の

疑いが随所に出て皆さん

にご迷惑をお掛けしてい

ると思います。 今後共

「バードゴルフこそ我が

命」で頑張ります！！。

次回月例競技会のお知らせ

１０月２３日（水）

豊田グランド

９：００～１２：００

川喜多さん優勝の言葉
令和になり、調子が良く

泉区の大会でも、まさか

の準優勝（女子シニア）。

また、今回の月例会では

パートナに恵まれ（伊勢

本さん、野崎さん、一柳さ

ん）優勝出来、本人もビッ

クリ・・・？。

これからも、もっと傘入れ

の練習をし、ＯＢを少なく

するよう頑張りますので、

皆様のご指導宜しくお願

いします。

傘入れ講習会のお知らせ
笠間ふれあい広場に於いて
開催致します。
10月17日（木）９：３０～
講師 ： 後藤氏・近藤（新）氏



  

 

 

 

 

  

  

 

  第 17 回栄区 TBG 協会親善交流大会実施 

前夜の雨で開催が危ぶまれましたが、予定通り 10 月 8 日(火)に港南台グランドで開催。 

競技参加者は 122 名（男子一般 52 名+男子シニア 45 名+女子 25 名）で、10 名のサポー

ターにて運営しました。コースレイアウトは前年の反省を踏まえた新レイアウトで Out コー

ス 16 組 In コース 15 組でプレーをしました。 

この日は途中から猛烈な風が吹いてきてプレーヤーの皆様は苦労されており優勝者でも

70 台のスコアでした。今大会運営にあたり会員各位のご協力を頂き、円滑に進行できまし

たことを心から感謝申し上げます。 

 

リエゾン笠間 レインボーフェスタ体験教室開催 

9/29 笠間ふれあい広場隣、リエゾン笠間中庭をお借りして体験コーナ 

ーを設けました。10 時～の２時間で、お子様 36 名、大人 30 名 と 

多くの皆様に体験して頂きました。ホールイン（セカンドホールも含む） 

された方には、リエゾンさんからプレゼントが用意されていました。 

体験された皆さんの笑顔が最高です。有難うございました。 

消費税増税（8%から 10%）に伴う用具販売価格変更 

販売価格見直しを行い、羽根付きボール・ゴールドシャフトクラブ・メタルシャフトクラブ価格は据え置き、その他の販売品に

ついては若干の上乗せをさせていただくということで役員会で承認されました、詳細価格は用具販売担当にお聞き下さい、

実施は 11 月 1 日からです。 

＊11/29 午前 9時から神明台でレッスン会が開講されます。この講座は誰でも参加出来ます。市 TBG協会の吉田部長

他指導部の講師陣が低い又は高いボール及び5ｍ～10ｍの傘入等の打ち方を教えてくれます。 

【　女子　】 　　　

順位 氏　名 所属 アウト イン グロス 順位 氏　名 所属 アウト イン グロス 順位 氏 名 所属 アウト イン グロス

優　勝 飯島　弘 泉 40 39 79 優　勝 今田　彰 瀬谷 40 35 75 優　勝 高橋　英子 泉 44 35 79
準優勝 中村　正美 戸塚 40 39 79 準優勝 佐藤　力男 泉 40 36 76 準優勝 渡部喜美江 南 44 39 83

３位 上野　馨 瀬谷 40 41 81 ３位 澁谷　好信 戸塚 41 38 79 ３位 早福　照代 泉 41 44 85

4 遠藤　瑞行 泉 43 40 83 4 小林　弘 横須賀 39 41 80 4位 柾谷　龍子 泉 44 42 86
5 池嶋　伸恭 青葉 47 37 84 5 中山　次 栄 43 40 83 5位 川喜多成子 栄 45 42 87

6 廣田　正信 磯子 42 42 84 6 伊勢本幸雄 栄 44 40 84 6 山根　朝香 泉 40 48 88
7 藤高　宏 栄 42 42 84 7 高橋　栄吉 泉 45 40 85 7 秋山　辰巳 泉 43 47 90
8 柘植　和夫 旭 38 46 84 8 目黒　清 金沢 43 42 85 8 沼澤　靖子 戸塚 46 50 96

9 加藤　久男 金沢 39 46 85 9 遠井　昇 栄 47 38 85 9 水鳥　和子 神奈川 48 49 97
10 松嶋　四郎 栄 45 41 86 10 礒崎　徳夫 戸塚 45 42 87 10 山村　美絵 戸塚 54 44 98

11 桜井　隆敏 神奈川 45 41 86 11 近藤　新二 栄 41 46 87 11 石光　宏子 金沢 50 49 99
12 春日　悦雄 栄 39 49 88 12 沼澤今朝夫 戸塚 43 46 89 12 大友キヌエ 戸塚 54 48 102
13 吉川　晧雄 青葉 45 43 88 13 大野　正止 瀬谷 48 42 90 13 遠山佐智子 泉 46 59 105

14 吉岡　米八 瀬谷 41 48 89 14 松井　隆 青葉 46 44 90 14 遠井　栄子 栄 55 50 105
15 松ケ迫紘男 瀬谷 46 43 89 15 星野　照勝 戸塚 45 45 90 15 栗畑　恵子 横須賀 56 49 105

ホールインワン賞：　遠山菊雄（泉）、的場正（金沢）

【　男子一般 ７７歳以下　】 【　男子シニア　７８歳以上　】

　　第１７回栄区親善交流大会成績表
　　　　　　　２０１９年１０月８日（火）  　　　　  港南台グランド

今後の予定 (交流会等の参加申し込みは地区責任者まで) 

11月 6日（水） 県・第2回定例交流会 予備日11/13(水) 11月29日 (金) ＊市・有資格者研修会 in神明台 

11月7日 (木) レディース大会 笠間ふれあい広場 12月  1日 (日) 栄区体育協会 てくてくウオーク栄 

11月9日 (土) 栄区民スポーツフェスティバル 12月  3日 (火) 県・第3回定例交流会 予備日12/6（金） 

11月15日（金） 瀬谷区親善交流大会 予備日11/22（金） 12月20日（金） 月例競技会 いの山東公園 

11月19日（火） 横浜市民スポーツ大会 海の公園 12月24日（火） 打ち納め 港南台グランド 

11月20日（水） 月例競技会・懇親会 豊田グランド 12:00～忘年会 プリンスハイツ管理棟 

11月25日（月） 定例役員会 中野ケアプラザ3時~ 12月26日（木） 定例役員会 中野ケアプラザ3時~ 
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訃報 

岩本澄美様（豊田地区）は

9 月 20 日にご逝去されま

した（享年86歳） 

永年ターゲットを共に楽

しませて頂いたことに深

謝し、心よりご冥福をお祈

り申し上げます。 



 

10月度月例競技会 豊田グランド 男子：石川さん、女子:宮原節子さん優勝 

第173回月例競技会は豊田グランドで10月30日（水）、前日の雨が残るグランドを早朝から豊田笠間地区有志の方

に整備して頂き何とか開催に漕ぎ付けました（ありがとうございました）。男子 33 名女子 7名が熱戦を繰り広げ、

男子優勝は実力派の石川さん、女子優勝は宮原節子さん、ベスグロは石川さん、ホールインワンは一柳さんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傘入れ講習会実施される 

10月 17日（木）笠間ふれあい広場で第 3回傘入れ講習会が開催され女子 10名・男子 18名が参加。近藤（新）、 

後藤講師から講義を受けた後実技指導を受けました。これで会員のスコアが更にアップしますのでご期待下さい。 

港南台グランド・レイアウト 

港南台グランドのコースレイアウトを

11 月 1 日から右図の様に固定化するこ

とになりました、6Hと 9Hの選択は参

加人員とグランドコンデションにより

判断させて頂きます。 

市TBG協会「他県との交流会」 

横浜市TBG協会の恒例行事として、10月15日は「美富士TBG場」（富士吉田市)で34名の会員が富士吉田市TBG

協会の10名と一緒にプレーし、男女混合では伊勢本さんが73のスコアで準優勝に輝きました。 

翌日 10月 16日は、会員の皆さんもご存知の「宝の山ふれあいの里TBG場」（都留市）で都留TBG協会のメンバ

ー20名と一緒にプレー、中山次さん、伊勢本さん、倉沢さん、布施さん、塩谷さんの5名が参加しました。 

 

石川さん 優勝の言葉 

長年全国大会で活躍されている先

輩の背中をみて、地道に努力して来

た甲斐あって漸く優勝できました。

努力は必ず報われると改めて思い

ました。有難う御座いました。 

 

宮原節子さん 優勝の言葉 

同伴競技者のご指導もあり初優勝

をさせていただきました。敬愛する

主人の誕生日が明日なので素敵な

プレゼントとさせてもらいます。 

今後共お姉さま方よろしくご指導

ください。 

 

順位 氏名 ＯＵＴ ＩＮ グロス ハンデ ＮＥＴ
ベス
グロ

次回
ＨＣ

優勝 石川芳次 33 37 70 19 51 ○ 11
準優勝 遠井　昇 46 38 84 25 59 20
３位 川瀬幸彦 38 43 81 21 60 18
４位 倉沢　孝 42 42 84 24 60
５位 乾　昭夫 41 43 84 23 61
６位 信太一彦 48 43 91 30 61
７位 水川淳三 46 47 93 32 61
８位 平澤　孝 45 52 97 36 61
９位 中山　次 37 49 86 24 62
１０位 伊勢本幸雄 34 41 75 12 63
１１位 古関　弘 50 44 94 31 63
１２位 高橋　勲 46 47 93 29 64
１３位 野崎孝二 45 40 85 20 65

１４位 安藤　盛 55 50 105 40 65
１５位 近藤新二 42 38 80 14 66

　　女子の部

順位 氏名 ＯＵＴ ＩＮ グロス ハンデ ＮＥＴ
ベス
グロ

次回
ＨＣ

優勝 宮原節子 44 40 84 40 44 ○ 21
準優勝 鶴見由㐂子 44 43 87 17 70 13
３位 水川安代 49 45 94 24 70 21
4位 根本かずえ 51 51 102 32 70 37
5位 近藤早苗 49 49 98 24 74
6位 恒松米子 57 56 113 32 81
7位 森田絹代 57 60 117 36 81

　　男子の部

22位 

塚本邦治 

次回HC 

   38 

上記はインタビュアー藤高が 談話作成 




