
贅第 7画 TEGォ ープン大会
4月 22日 (1)9:30～ 西東京市立向台運動場
主 管 西東京 TBGク ラブ

☆第 6回 多摩地 区交流 T3o大 会
4月 28日 Q)9:00～ 都立武蔵野 中央公園
主 管 武蔵野 TBGク ラブ連合会 )

☆ 「アウ トドア 2001」 で T tt G鰯 介
4月 28日 (日 ) 10:00～ 15100
主 催  (社 )日 本オ ー トキ ャンプ協会
場 所 国立代 々木競技場
TBGは 約 220名 が体験。 お世話 された

江戸川区 TBG連 合会の方 ご苦労様で した。

☆第 19回公指醸鐘大箋
5月 20日 (日 )  9:00～ 14:00
場 所 辰 巳の森海浜公園 仮設 TBG場

江東バ ー ドゴル フ倶楽部  117名
ハ ンディ 5よ り上 と下、 シエア ーの 3班 に

鉤  ]麟

翻 詈. T.1弾
難簾議 T麟 6議会
ぼ驚&Fax042-337-6685

責欝 20回 公播畿戦大会
6月 17日 (日 )9:00～  武蔵野公園

☆東 京都 T tt G協会 よ り感 謝 状職 呈
日立金属株式会社 本多社長

(株 )日 立金属エステー ト、加藤社長へ

6月 15,16日 TBG発 展の ため ご支援戴 いた
ので協会 よ り感謝状 を贈呈 しま した。

☆公譲指導者議定試験
8月 26日 (日 ) 9:30～ 15:00(雨 天決行 )

試験場  武蔵野市境 4丁 目
(実技 )第 2し ろがね公園

,(学 科 )市立第 2小学校職員会議室
受講料  4.500円

☆江東バードゴルフ僕業部鋼立 10周 年記念大会
9月 9日 (日 )9.00～  新砂 TBG場
24ホ ールズ・ ス トロークプ レー

参加費  1.500円
10周 年 おめで とう。今後 ともよろ しく。

☆平成 13年度諄民 スポ レクふれあい大会
9月 15日 (土) 都立武蔵野 中央公園
9月 16日 (日 ) 辰 巳の森海浜公園
参加豊   1.000円
監督会議  7月 2 El 14:00～ 辰 巳の森で

協会のオ ープ ン参加 も歓迎。

☆第 10回 闘叢 プ ロ ック T tt G交 流大会
翻機 目 9月 29日 (■ )30日 (日 )

会 場 茨城県緒川村
やす らぎの里公園  TBG場

紺団式  9月 9日  武蔵野公会堂
選手 は 7月 末頃までに決定、

責第 8回 lま ばたきパー ドゴルフ大会
10月 7日 (日 )

主催 東京都障害者総合 スポーツセ ンター

会場 セ ンター運動場 (北区十条台 1-2-2)
身障者が リハ ビリにTBGを プ レー している

成果 を発揮す ると共 に参加者の交流を 目的に

開催.連絡 は 宮武 まで 042-3376685

☆辰 巳の轟 ニ ュースボーツ
コミュニケ ーシ ョン12001

10月 20日 (土 )、 21日 (日 )

会 場 辰 己の森海浜公園
多 くのニ ュースポーツが体験で きます。
TBCの コーナーは特 に大人気。

☆第 3回 全璽 T8Gふ れあい大会
10月 13日 (量1)、 14日 (日 )

島根県加茂中央公園ふれあいの丘 TBG場
輩込み 加茂町教育委員会 0854-498515

☆難 55回 全国 レク リエー シ ョ武妻 [麗 かがわ
10月 28日 (日 ) 8:00～ 15:00
会 場 香川県立屋島陸上競技場
問合せ 香川県 TBG協 会 0877-46-1591



[ 総  鱗  ]
平成 3年 頃よ り、偶然、明生常設 コースで

の出会 いが縁 とな って、当初 は国分寺協会の
応援で出発 した。北原理事長か らも練馬区社
会体育課 にアプ ローチをかけて頂 き、行政 と
して も生涯 スポーツのニ ュースポーツを実施
しよ う.と 、練馬区のスポーツ指導者養成講習
会の実技項 目と して取 り上げ られ、それが母
体 とな った。用具 は講習会用 に 3組 を行政で
用意 し、後 は会員のカンパで購人 し、平成 8
年 9月 社会体育団体の認可を得て、同好会組
織を結成 し、 さ らに平成 11年 9月 、行政か
らの ア ドバイスがあ り,練馬区 TBG協 会 と
名称 を変更 。改組 した。
[ 躙  餞  ]
当初、練習 は旧中大 グラ ン ド跡

(現 練馬区総合運動場 )内 の クロパ

ー広場で手作 りの コースで行 った。
その後、道路拡張 に伴 い練馬区総合
運動場内の少年野球場 に移 り、毎遇
火曜、金曜の午後 に実施 している。
その他、毎月最終練習 日を月例会 と
して、 9ホ ールを設営 し、 スコアー
を提 出 して、練馬ハ ンデ ィを設 けて
楽 しんでいる (通常 は 6ホ ール)。

日本人の大変好 きなゴルフ型 スポーツの中
TBGが 最近脚光を浴び、各方面のイベ ン ト
で紹介 される様になりま した。

高齢少 F・ 化を迎えた21世紀は医学、福祉の
発達により高齢者が多 くなりますが、ただ生
きているだけでな く、積極的に社会参加す る
元気な老人の多い世の中に したいものです。

国や都 も高齢者の健康管理に色々と考え始
めました。 ここでTBGが 活躍 します。

公園の中でゴルフクラプを使用する事は禁
止 されていま したが、老人の健康管理のため
手を加えず 自然のままの状態で利用するな ら
と条件付 きで認可 される様にな りま した。

東京機障害者総合スポーツセンター (北区
十条台)も 平成 8年 TBG講 習会後、同好会
ができ、施設内のグラン ドの一角にコースを
作 リリハ ビリに効果をあげています。

東京都多摩障害者スポーツセンター (国立
市富士見台)も 近 くの公園が使用できる様に
なり本格的にTBGを 採用するとの事です。

[ 衛  聰  ]
年間行事 と しては、春秋 に競技会を行 い、

また初夏 に ミニ研修一泊旅行 (小 田原 い こい

の森)を 、初秋 には遠 出の 一泊懇親旅行 (第
1回 月夜野、第 2回石和、第 3回大月〕で会

員相互の コ ミュニケーシ ョンを計 り、技術の

向上 も目指 してい る。

[ 畿 軸 薇  ]
現在の会員は 60名 。 ただ土曜、 日曜の練

習場が確保出来ず、体眠会員への練習機会が

与え られず、 ここらあた りか問題であ る。健

康で楽 しくをモ ッ トーに して遊んでいる。

練習会場の道路脇 には目立つ ように と、特

別誂 えの横断幕を作成 し (横 360cm,縦 90cm)
一般へのア ピール と会員募集及 び普及の手段

しでいる。 (平 成 13年 6月 30日 今給黎元郎記 )

東京都住宅供給公社の高級老人ホーム明日

見らいふ露大沢では敷地内にTBCの コース

を作 りお年寄 りが元気にプ レーを楽 しんでい

ます。最近 自治体の中で もTBGを 体育課 と

共にf4・康課 も採用 し始めました。
最近のTBGの 大会は競技性を強 く出 し、

難 しく、煩 くなって来ている様です。 これ も
レベルア ップの為には有効ですが、 この様な

大会では弱者はプ レーすればス トレスが溜ま

り、精神的健康を も害す る事になります。
体の弱いお年寄 りや身障者 も周囲に屈せず

甘えず、明るい日常生活を送 りたいと望む人
も多いと思います。アンケー ト調査で会員中
にも障害者手帳を持 っている方が何人 も居 ら
れプ レーされています。

この様な人達が集まリマナー、エチケ ッ ト
を守 り、気持 ちよく、 ノビノビと健康管理や
リハ ビリの為にTBGの プ レーを し、親睦を

図れるる環境が出来ればと思います。
こんな趣旨に関心を持うお年寄 りや身障者

は申 し出て ください。 一緒 に良いプランを

考えましょう。 宮武 誠

(轍 )_璽籠鰈鰻響電証一》型≫鼈鰺爾麒鰺鹸鰯雛轍鋏憑晰

上部団体の都 レク協会が記念事業 として下記のウォーキ ングを開催 します。

東京都 TBG協 会 も全面的に協力 します。皆様にも積極的に参加をお願い します。

①朧鱚曲ムイ苺トギ (10。 21)⑬艦一学イド零誌一華トグ(10.28)
①は秋の「高尾山」 ②は自然 と人口の調和の とれた環境「 臨海副都心」を中心 に夫々

初鐘、家族、健爾の 3コ ースに分かれていますので各 自体力に合わせて参加 して下 さい。

9月 末までに加盟団体に申 し込み下 さい。 参加鑽 500円 (保険料、記念品、完歩証 )

Ｆ̈


