
  

 

 

 

 

  

  

 

 

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 

200号 
発行 2019年7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/ 

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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