
 

 

 

 

  

  

 

新年挨拶              栄区ＴＢＧ協会  会長 布施 信一 

明けましておめでとうございます。 

会員の皆様にはご家族お揃いでお正月をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年は思いもよらぬ新型コロナウイルスに翻弄された激動のⅠ年でした。 

新型コロナウイルス感染防止のため３月からＴＢＧ活動を自粛し、定期総会は初めて書面表決により執り行いまし

た。新型コロナウイルス感染防止対策を決め６月よりＴＢＧ活動を再開しましたが、本年度計画した事業計画はこ

とごとく中止になり、かろうじて練習会と月例会を開催する事が出来ました。新型コロナウイルス感染防止のため

とは言え、会員の皆様にとっては寂しい年になってしまいました。 

一方ＴＢＧ活動が思うように出来ない中、最近の会員数減少傾向に歯止めを掛けるため、年度末まで「会員募集

キャンペーン」を実施することにしました。お陰様で現在新規加入会員が６名となり着々と成果を収めています。

これも偏に会員の皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。 

本年は会員の皆様と共に協会発展のため諸活動に取組んでまいりますのでご支援、ご協力をよろしくお願い申

し上げます。一日も早く新型コロナウイルスが収束し 「明るく！楽しく！元気よく！」  バードゴルフが出来るよう

祈念し年頭の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県・第二回個人会員競技大会 

2020年 12月 6日（日）相模原麻溝台コースにて、総勢 103名、男子一般（76歳未満）38名 男子シニア（76歳以上）

41名 女子 24名が参加し、新型コロナ感染防止の為のプレー中マスク着用やソーシャルディスタンスを守って実施

されました。麻溝台常設コースは林間の非常に変化に富んだコース設定で大いに楽しませていただきました。横浜

TBG協会からは 24名参加（内栄区 2名 安藤盛 乾昭夫）。横浜TBG協会の男子一般上位入賞者なし、男子シニ

ヤ準優勝（泉区）高岡寿治さん、女子優勝（泉区）柾谷龍子さん、3位（泉区）高橋英子さんでした。             

                             2020年 12月 8日 乾（記）   

 

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14日 (木) 初打ち・地区対抗交流会 小菅ヶ谷公園 2月18日 (木) 月例競技会 小菅ヶ谷公園 

1月18日 (月) 月例競技会 いの山東公園 2月25日 (火) 金沢区親善交流大会海の公園 中止 

1月28日 (木) 定例役員会 2時小菅ヶ谷管理棟 2月25日 (木) 定例役員会 2時小菅ヶ谷管理棟 
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訃報 

笠間地区の松嶋四郎さん（享年79歳）

1月7日にご逝去されました。 

松嶋さんは 2004 年から TBG 協会会

活動の中心メンバーとして活躍され、 

なおかつ年間表彰最優秀賞を獲得され

るなど大変な功績を残された方です、 

心からご冥福をお祈りいたします。 

 

 

1月 7日政府の緊急事態宣言発令により当協会の１月スケジュール中止 ！！ 

2月以降のスケジュールは緊急事態期限の 2月 7日をメドに策定します。 

 



  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

4月22日(木)午後2時から小菅ヶ谷公園球技棟にて定期総会が行われます。 

新型コロナウイルス感染予防のため、参加者は役員及び各地区から5名で 

計30名以内とします。定期総会開催案内は4月8日から配布しますので、 

参加出来ない方は委任状とご意見メモの提出をお願いします 

 

2021年度 ハンデ （4月 16日の月例競技会から適用） 

 

笠間ふれあい広場練習再開 

3月末まで活動自粛をしていた「笠間ふれあい広場」は、4月5日（月）から練習会を再開いたします、但し会場が狭

いため原則として笠間地区会員優先とさせていただきますのでご了解ください。 

4月 25日（日）神奈川県TBG協会主催の「３県交流会選考会兼第 1回定例交流会」 

この大会は横浜市ＴＢＧ協会会員なら誰でも参加出来ます。希望者は4月16日迄に地区責任者に申し込み下さい。 

      

笠間地区 小菅ヶ谷地区 港南地区 さかえ地区 上之地区 いの山地区

宮原　省吾 34 園田秀二郎 32 森田　正之 23 石川　芳次 20 近藤　新二 18 永谷美佐子 40
若林　孝 25 三橋　壮史 32 野村　哲博 27 野崎　孝二 24 青木　聳 28 遠井　栄子 40
古関　弘 31 小野　厚義 28 加藤　壽夫 25 佐藤　信夫 33 近藤　早苗 27 遠井　昇 28
伊藤　道子 39 福原　朝子 20 福永　栄子 0 近藤　正純 26 中山　次 25 高橋　幸子 28
有馬　斉子 30 福原　信博 0 一柳　信也 10 横田　弘 24 森田　絹代 40 今中　秀二 28
岡山喜久子 0 村田　暁作 36 藤高　宏 19 平越　浄 40 伊勢本幸雄 16 布施　信一 23
平澤　孝 36 倉沢　孝 28 塩谷　篤 36 宮川　至弘 36 野村美代子 26 重田　衝 40
望戸　梢 37 後藤　誠 19 口村　妙子 0 恒松　米子 40 川喜多成子 27
水川　安代 30 信太　一彦 32 小泉　茂實 22 山崎　陸生 0 加藤　賀洋 37

水川　淳三 38 高橋　勲 33 田中　武彦 0 小熊　俊夫 40

乾　昭夫 18 鈴木　丈司 24 別所　武夫 40
岩崎　恒信 0 塚本　邦治 36 倉田　常一 0
塩谷　厚 16 春日　悦雄 23 川島　千春 0

小山　英希 0 川瀬　幸彦 21 岩城　孝之 0
雨宮　利次 24 安藤　盛 36 大嶋  政志　 0

根本かずえ 40 山下　正子 0

鶴見由㐂子 22
宮原　節子 34 本年度月例競技会において優勝、準優勝、3位入賞された方は下記にてハンデが改正されます

小茶　巴枝 40 優勝　　；×0.7 （但しネットスコア53以下の場合は、{[現ハンデ]－(54－[ネットスコア])}×0.7 ）で算出

安田　テイ 0 準優勝 ；×0.8

遠藤　保雄 0 3位　　 ；×0.9

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16日 (金) 月例競技会 いの山東公園 5月 16日（日）  県・全日本大会選考会 厚木下川入 

4月22日 (木) 定期総会 小菅ヶ谷公園球技棟 5月20日（木）  市・有資格者研修会 新杉田 

4月26日 (月) 定例役員会 午後1時～中野ケアプラザ2F 5月21日（金）  市・夏季大会（ねんりん予選会）神明台 

4月25日 (日) 2021 年度３県交流会選考会兼第１回定例交

流会   厚木市下川入 

5月 27日（木）  定例役員会  

5月11日 (火) 選手権大会 港南台グランド 5月30日 (日) 県・第9回3県交流会 静岡県 

5月13日 (木) 栄区体育協会理事会 栄区役所新館4階   
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えんどうやすお 

遠藤 保雄さん 
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所属：笠間地区 
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4月22日(木)午後2時から小菅ヶ谷公園球技棟にて定期総会が行われ、会員総数78名中 出席者22名、委任状提出

者56名により会員の３分の２以上の出席を持って総会が成立。総会では2020年度事業報告・会計収支報告がなされ、

2021年度事業計画案・予算案・役員候補案が審議され、出席者の過半数の賛成を持って承認されました。 

2020年まで本協会を牽引して頂いた布施会長、野崎事業部長、鈴木会計部長、（故）松嶋幹事、 

園田幹事、加藤壽幹事は退任されますが、今後も引き続きご指導をお願いいたします。 

総会後の4月23日から2021年度は宮原省吾会長、安藤盛副会長、塩谷篤会計のもとで、 

今中秀二、川喜多成子、川瀬幸彦、森田正之、藤高宏の幹事で運営してまいります。 

なお笠間地区責任者が宮原省吾、小菅ヶ谷地区責任者が小野厚義に代わります。 

4月 16日（金）180回月例競技会 いの山東公園 

競技参加者37名（男子27名、女子10名）で5か月ぶりの月例競技会を開催 

男子優勝 遠井昇さんの言葉   

ホームグランドの「いの山東公園」での練習が効果あったようで、入会3年目にして初優勝を勝ち取ることが出来ま

した。先日のマスターズゴルフを制覇した松山英樹選手と同様に「いの山の遠井」も覚えておいてください。そして

気楽に回らせてくれた同伴競技者の宮川さん横田さんに感謝申し上げます。 

女子優勝 永谷美佐子さんの言葉 

今日は「鶯のさえずり」を聴きながら福原さん宮原さんと回らせていただき楽しい時間を過ごしました。その後発表

された「女子部門での優勝」は望外のことで嬉しい限りです。これからもご指導をよろしくお願いしますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 25日（日）神奈川県TBG協会主催の「３県交流会選考会兼第 1回定例交流会」 

下厚木市下川入TBG場に120名超える人が集まり快晴下のプレーを楽しみました、当協会から7名（中山、近藤新、

布施、川喜多成子、安藤、乾、春日）が参加、残念ながら入賞はなりませんでしたがラッキー賞4個を獲得しました。 

      

 5月連休の練習会休み日 笠間ふれあい広場 5/3,5  小菅ヶ谷公園 4/29、5/6  港南台グランド 5/4  いの山東公園 5/3 

5月11日 (火) 選手権大会 港南台グランド 6月 5日 (土) 関東甲信越BL大会選考会 厚木下川入 

5月13日 (木) 栄区体育協会理事会 栄区役所新館4階 6月10日（木）  月例競技会 小菅ヶ谷公園 

5月 16日（日）  県・全日本大会選考会 厚木下川入 6月28日（月）  定例役員会 午後2時 

5月21日（金）  市・夏季大会（ねんりん予選会）神明台 6月17日（木）  県・公認指導員養成講座グッディハウス 

5月 24日（月）  定例役員会 午後2時 小菅ヶ谷公園球技場   
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布施会長 ありがとうございました 


