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☆公認指導者認定試験
8月 26日 (日 ) 第 2し ろがね公園 (武蔵境)
24名 受験 され、全員合格。 これで東京都

TBG協 会の有資格者 は 336名 となった。
今回 は82歳 の内田修 さんを筆頭 に70歳以上

の人が 8名 と素晴 らしい事です。

資江薫′1-ト ゴルフ倶楽部創立lo周 年記念大会
9月 9日 (日 ) 9,00～  新砂 TBG場
台風が近 くを通過 中のため、風 は強か った

が雨 もな く、男 67、 女 27計 94名 で開催。
コースは手入れの よい緑 の芝生で良か った

が、 9ホ ールの コースを 12ホ ールに レイア
ウ トし直 し、短 い、狭 いコースであ ったので
24ホ ールは時間が掛か った。

10周 年記念事業大会で区長、来賓の参加、
立派 な記念誌、参加賞や ビール、盛 り沢山の
もてな しなど。 さすがで した。

☆平成 13年 度都民 スボ レクふれあい大会
9月 15日 (土 ) 都立武蔵野中央公園
227名 参加者、体験 コーナーに も 17名
9月 16日 (日 ) 辰 巳の森海浜公園
競技者 200名 、体験 コーナー も 19名
東久留米市 よ り 11名 の初参加 もあ って、

2会場 とも超満員、体験 コーナー も人気あ っ
て大盛況.プ レーを待つ人が多 く、時間が掛
か りす ぎ今後多 くな る参加者の事を考え ると
競技場、方法、を考え直す時期 に来 ていると
思われ ます。

☆第 10回 関東 プ ロ ックTBG交 流大会
開催 日 9月 29日 (土 )30日 (日 )

会 場 緒川村  やす らぎの 里公園
東京都選手団 は起伏のあ るコースで実力を

充分発揮 出来ず、八王子の伊藤夫人が 5位入
賞で終 わ りま した。 しか し地元の熱烈 な歓迎
を受 け、参加の皆 さん と交流、親睦を深め、
楽 しい思 い出を持 たれた事 と思います。

来年 は栃木県 那須高原、塩原温泉です。

☆第 8回 はばたきパー ドゴル フ大会
10月 7日 (日 ) 13:30～ 16:00
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)
東京都 TBG協 会か ら身障者 と健常者の ク

ラス各 3名 づつの選手が参加 しま した。
平素の練習の成果か団体戦 は両 クラス とも

優勝 で金 メタル、個人戦 は健常者 は金銀銅、
身障者 は金銀 と大奮闘。
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☆辰 巳の森ニ ュースポーツ
コミュニケ ーシ ョン'2001

10月 27日 (L)、 28日 (日 )

会 場 辰 巳の森海浜公園
多 くのニ ュースポーツが体験 出来 ます。
TBGは 江東バ ー ドゴル フ倶楽部の運営 に

よ り、プ レー用の 9ホ ール と、初心者のため
に 3ホ ールの体験 コース もあ ります。

お仲 間を誘 ってお出か け下 さい。

☆第 21回 公撥餞技大会
11月 17日 (土) 10:00～ 15:30
場 所 武蔵野市陸上競技場仮設 TBG場
主 管 武蔵野市 TBG連 合会
参加 費  1, 500円
籍切 り 10月 29日 (月 )

問合せ 内畠 康文   0422-33-4726

☆第 3回 多摩地 区オープ ン丁 BG大 会
(立 川 TBG同 好会創立 10周年記念事業 )

H月 18日 (日 )9:00～ 16:00(小 雨決行 )

場 所  国営記念公園  とんぼの湿地南側
主 催 立川市 レク リエー シ ョン協会
主 管 立川 TBG協 会
参加費  1.500円
競 技  18ホ ールの個人戦
体験 コーナーに於て公認指導者 による

ル ール、基礎技術の指導。

問合せ 松 岡 早苗  042-522-5448

☆ スポーツ・ フ ォア・ オール

国際 フ ェア
´2001神 宮外斃大会

11月 23日 (祝 )24日 (土 )10:00～ 16:00
場 所 神宮外苑軟式野球場 (絵画館前 )

主 催 笹川 スポーツ財団
身障者の方 も体験 出来 るバ リアーフ リーの

会場 とな り、 32種 日の各種 スポーツが体験 出

来 ます。
23日 は練馬、 24日 は杉並 の TBG協 会

の有志がお世話 します。
いち ょう祭 と同時開催 なのですので、多 く

の方の参加をお願 い します。

☆第 22回 公指競技大会
12月 16日 (日 )   9:00～ 14100
場 所 辰 巳の森海浜公園 仮設 TBG場
主 管 中央 TBGク ラブ

参加費  1, 500円
締切 り 11月 26日 (月 )

問合せ 内畠 康文   0422-33-4726



9月 29日 (土)、 30日 (日 )の両 日、快晴の

中「関東プロック・ ターゲ ッ ト・ バー ドゴルフ
ふれあい交流大会Jが選手、役員を含めて、 4
50名以上の参加者により盛大に開催 された。
開催場所、茨城県緒川村は平成 5年の第 2回関
東大会に引き続 き、第 10国大会 も同地「 やす
らぎの公園」での開催 となった。茨城県北西部
に位置 した緑豊かな自然に恵まれた緒 lll村 は周
囲を起伏に富んだ山々に囲まれ、村民の体力づ

くり、スポーツレクリェーション活動に熱心な

人情味あふれる村です。
1日 目は 290人 参加のツーボールフォーサ

ム競技、ホールイ ンワン、 ドラコン競技などで

交流を深め、その後各団体は宿舎に移動 して、
荷物を置 き、バスでパーティー会場である「 緒
川村総合セ ンター」に参集 して開会 と、懇親会
パーティーが行われた。わが東京チームは赤い

揃いのベス トと手 うちわで東京音頭を踊 り会場
に華を添えた。

2日 目はいよいよ約 240名 の選手による交
流大会が開かれた。東京チームは 24名参加 し
たが、 自然の丘陵地を活か した難易度の高いコ

ースに実力を充分に発揮する事が出来ず、残念
であったが、交流大会にふさわ しくお しどり
夫婦選手が 29組近 くあり、東京にも伊藤、中
村の 2組が参加 した事が大変よか った。表彰式
の賞品 も米、納豆、卵、等 ローカル色に富み、
持ち切れない程の盛 り沢山であった。

10月 7日 (日 )東京都障害者総合 スポーツ

セ ンターで TBGの 大会が開催 され ま した。

東京都 TBG協 会 よ り選手等 9名 参加、
はばたきクラス (身体障害者 のみ) 3名
OPENク ラス (健常者 も可)   3名
競技 補助員 3名、

大会の目的はT3G愛 好者の日頃の練習の成果
を発揮する場を提供りると共に、大会を通 じて
選手相互の交流 と親睦を図 り、よリー層の社会

参加促進の為の一助 となる事を目的 とする。
障害者 とTBGの 関係は東京都が平成 8年 よ

り身障者のためにTBGの 講習会を開き、その

修 r者が同好会を結成、セ ンター運動場一角の

芝生広場に 6ホ ール作 リリハ ビリを兼ね過 2回
楽 しみなが らプ レーを しています。

参加選手は同好会バー ドゴルフ倶楽部の人が

多 く、脳血管障害等による手足の不 自由な人、

内蔵機能障害で激 しい運動の出来ない人、視覚
障害で付 き添いの助けを受けてプ レーしている

人、などいろんな障害のある人が多かった。
東京都 TBG協 会よりはIngた きクラスに身体

障害者手帳を持 っている八王子の K、 多摩のT
練馬の Sの 3氏。 OPE躍 クラスには手帳はな
いが肺癌で片肺切除 し時々酸素ボンベを使いな

が らプレーしている小川敬之、心麟手術後胃癌
で胃を殆ど取 ったが リハ ビリにTBGを プレー

し、 日常の生活を している竹内邦夫、女性代表
とし伊藤美晴の 3名が参加 しました。

一方 この大会では会場の片隅に体験 コーナー
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↑案壼黎じ鷲琴傷轟基寒

検討 してきた実践の場 ともなった。 このルール

は関東各都県共通化を始め全国的な者 となるよ

う、研 ぎをかけるが、基本 3原則を紹介 し、関

東大会の開催趣旨を今一度考えてみたいもので
J「 ハ
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セ ンターでのプ レーは障害者の方達がTBG
を上手に取 り入れ、心身の リハ ビリに役立てる

事が目的で、勝負に拘 る事な く、安全第一に、

楽 しく、のびのびとプ レー しています。
コースは伊豆グランパル公園のTBG場 の様

に芝生広場を利用、スター トマッ トとホールを

設置、 OB線 はな く、砲丸投げエ リヤ、砂場、

アンツーカーグラン ドに入 った時は 1打付加 し

て芝生の上に返 しプレー しています。
セカン ドホール も当初はそのまま利用 したが

矛盾を感 じ、大 きくしま した。現在は中心より
1ク ラブ内に入ればホールアウ トしています。

難 しいので中断される方 も多 くあり、最初の

取 っ掛かりを手軽 にす る為、米国で発表 された

スナ ッグゴルフのクラブ等使用 して、手軽に、

安全な生涯スポーツとして大変優れた、 TBG
の発展を切に望みます。 宮武 誠

ルールは簡単で優 しくし、いわゆるゴル

フルールに捉われない。
ローカルルールを尊重する。
最終判断はパー トナー合意によるセルフ

ジャッジとする。
鈴木 康夫


