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賣第 3霞東京都オープン大会
4月 20日   9:30～ 16:00 都立武蔵野公園

東京都教育委員会、 (社)東京都 レクリェーション

協会、 (財 )笹川スポーツ財団、 日本ターゲッ ト
バー ドゴルフ協会後援の もと開催。     、

都下各地区より男 144、 女51の 196名 が参加。
新緑の中地元の人達 も体験 コーナーで30名 位が

プ レーを楽 しみました。またケ豆大島か らly■ 体育
指導委員の平山さん も参加 し、熱心に大会を視察
されま した。

当大会の準備、運営、コースの設営まで担当の

むさしのTBGの 会の方々御苦労様で した。

☆府中市で研修会
6月 1日 府中市教育委員会主催の もと,

市立 日吉体育館でニュースポーツ技術向 L研修会
を開催。体育指導者など約20名集 まり、当会より
五月女理事が講師、実技指導に内畠康文、縣慶光
の両氏が参加 しま した。

☆公認指導者認定試験
6月 15日   9:00～ 15100 22名が受験
実技指導  新砂運動場 TBG場 。
学科試験  南砂区民会館で開催。

賣ひろがつて行さ ますターゲ ,ト パ■ ド|ゴ F127

最近TBCも 生涯スポーツとして、機 光を浴び ll l

ろんな所で頑張 っています。

が蒸ズ ーノξンタ ニでは昨年の秋
スポーツ教室にTBCを 取 り上げた所、身障者の
リハ ビリにも適 していると大変好評で、本年度 も
5～ 7月 の日曜 日に定難教室を開しヽています。

霧彗豊 夢 J『郡静 ま東京都住宅供給公社が多摩
ニュータウンに建設 lノ た用地 1万坪近 く戸数 320
戸の東京難で始めてのケア付 き高齢者住宅です。
立派な温水プール、 トレーニ ングルーム、テニス
コー ト、ゲー トボール場が有 りますが、今は余 り
使用 されていません。

現在40名 位がTBGの Fo~l好 会を作 り、月末金は
メ
´
ホールで椅子を片付け練習 し、火木土 日は屋外

の施設でプレーを楽 しんでいます。
募集バ ンフレッ トにもTBG縁 習風景を採用。

ノみ
『

デ鶴議野写黎載まレジャースポーツのインス トラ
クターを養成する学校で、生徒はT13Gを 勉強す
るため、明治生命 TBG場 に年何顧iか 来てプ レー

しています。 6月 29目 にも30名 位、伊藤英彦氏 r「J

指導の もと熱心に受講、練習 していました。

大嚢童 デズ響贅 は体育の時間にゴルフの打撃練習
を していましたが、ゴルフの知識、マナー、技術
を知るのに、 ゴルフを ミニ化 したTBGが 良いと
用具を揃え、練習を始めました。

☆第『 層ニキスバー ト大会
7月 20日 (毬 ) 9:30～15100  新砂運動場

畿 技 10:00よ り18ホ ールズのス トロークプレー

会 費 1,000円 で表彰は男女 bllに 5位 まで
懇襲会 14,00よ り闘 きく 日頃の活動状況、及び

ご意見を話 し合いたいと思いますこ

☆地域代表者会議
8月 24澪 (ll) 10:00ヽ 12:00

武蔵野スイングホール 武蔵野市境 2-卜 i― l

武蔵境駅北回下車西へ徒歩 2分  0422-54-I11:
湛1途 ご案内 します。

贅都民スポ レク祭監督会議
9月 6日 (■ )

辰己の森海浜公園 スポーッ広場に隣接 し,1キ 士ず
で例年どおりの都民スポレクの説明会 と

=二 ご■■
繭渡 しが有 ります。

☆第 9置都民スポギ Cレクリ=→ ョンフ塁スティバ∫≫
9月 20、 21日 (日 )辰 己の森海浜 ::=濾

本年
.度

は 2日 間 とし、約 400名 の参加中迫.

出場者は大いに楽 しんで ください。

賣擁民の覆 健康応、れあい大会の T tt G,F■
10月 1日 (水 ) 10:00～ 16100

東京都教育委員会 と (社)東京都 レクリューショ l・

協会主催の本大会の中 TBG大 会を昭島
==五

■‐|

公園陸上競技場で開催 します。
参加費は無料、希望者は 9月 18日 までに濃 | =
初心者体験 コーナーは自由参加で 14100～ 1  .

☆第 6璽鷺東地区 T86選 手 4纏大会
輸機式  9月 28日 (日 ) 都内で開きます。
目 時 10月 18日 ～19(L])
会 場 群馬県利根郡月夜野町 町営 TBG境
前夜祭 上毛高原会館

☆東京都 録の公園フェスティパル・97
10月 25、 26日 (日 ) 予定  葛西臨海公瞬

東京都公菌協会主催で他のスポーツも多 く体験で
きて近県の人 も沢山来 られます。
参加費は無料、公園機会の参加記念品が出ます 1

☆難 0霧ニ ュースポーツコミュニケーション
憑
97

10月 25、 26日 (日 )  辰己の森海浜公園
東京港埠頭公社主催で他のニ ュースポーツと一鑢
に開催。 自由参 jJ8出 来て無料です。

貴その後の行事
第 10回 全国スポーツ ,Lノ クリェーション祭

沖縄県        11月 15～ 17日
IEl無 市より参加、健闘をお祈 りします。

公認指導者認定試験    11月 9日 (日 )

第 9F・jエ キスパー ト大会  11月 16日 (日 )



重轟難騨轟彗i攀轟纂轟了
所

饉
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交

群馬県利根郡月夜野町後閑 318 町営総合グランドの中

上越線 後閑駅、 上越新幹線 上毛高原駅  両駅 とも車で 5分

関越自動車道 月夜野 IC
半 日 520円   (無 体 冬季はクローズ)

月夜野町教育委員会  0278-62-2275

昨年秋完成 し、す ぐ全国スポレク祭のTBG場 に採用され、本年度 も関東地区TBG選
手権大会が開催されるTBG場 です。

赤谷川の河川敷にありますが、大きな木も沢山有って、時にはショットの邪魔になり、

低い球を打つ技術が必要な場所もあるコースです。

ティマークは赤。白、青の 3つ あつて体力に併せて使用 し、ティーグランドよリフェァ

ウェー迄はOBゾーンになつていて、ティショットがOBの場合は黄色の特設ティーより

打ちます。フェァーウェーは馬の背状で、コースの境界は溝で、中に砂が入ってバ ンカー

ともなっています。

上牧温泉郷の中に有 って、春の新緑,ツ ツジ。初夏のホタル・ 秋の紅葉と優れた景色の

所 も多 く、プレー中も北に谷川岳、南に赤城連峰を眺めなが ら楽 しめ、又近 くに日本ター

ゲットパー ドゴルフ協会本部コースの赤城久呂保TBG場 も有るので一泊プランも楽 しい

ものです。 月夜野町役場で温泉宿など紹介 してもらえます。

餞  技  督

難 蒲

連纏先

奮 「ヽ燿墓年1難Ⅲ受∵鷲
=癖

難蓋彗

このニュースの裏面はTBGに
関 し皆様の体験や ご意見を発表 し
合い、 TBGの 普及、発展に役立
たせたいと思います。
皆様の投稿をお願いします。

発行月 4, 7,10, 1月 の 4回
発行 日 15日  原稿締切り 月末 |

発行責任者  多摩TBG宮武 誠  |
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