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☆第 10回東京都 TBGオ ープン大会
7月 21日 (日 )9:00～  辰巳の森海浜公園
男子 103名 。女子 50名 の 158名 で開催。
梅雨明け直後の猛暑の中 80歳 を超え られた

遠藤正樹、小沢澄子 さん堂 々とホールアウ ト。
敬意を表 して特別賞を差 し上げま した。

☆ うみかぜ公園フ ェステ ィパル
8月 3日 (土 )、 4日 (日 )

うみかぜ公園仮設 TBG場  (横須賀市 )

TBGの 体験 コーナーに 2日 間で 512名 。

☆公議整導者認定試験
8月 25日 (日 ) 9:30～ 15100
場 所  第 2し ろがね公園
27名 合格、東京都の有資格者は合計 375名 。

☆平成 14年度都民スポ レクふれあい大会
9月 14日 (土) 都立武蔵野中央公園

15日 (日 ) 辰巳の森海浜公園

又色 々世話を された役員などを含 め ると 2日 で
500名 を越す大 きな大会 にな りま した。

☆第 li回 関東 プロ ックターゲ ッ トパー ドゴルフ
ふれあう交流大会 in銹本

10月 5日 (土 )、 6日 (日 )

に しなすの運動公園 TBG場 に於 いて 6日 の

大会 に 240名 、 ツーボール フ ォサム 300人、
親睦パ ーティーには 370名 位参加 し大盛況 .

☆第 15回全国 スボ レク祭
10月 5日 (土 )～ 7日  広島県の尾道市 で

TBGの 大会を開催。 6日個人戦、 7日 ツーボール
ホーサム。東京都 か らは町 田市 よ り 4名 参加。

☆第 2回 はばた きターゲ ッ トパー ドゴル プ大会
10月 13日 (日 ) 9:30～ 16:00
東京都障害者総 合スポーツセ ンター (王 子 )

一部 は芝生の無 い グラ ン ドも使用 した変化あ る
9ホ ールを作 り、 11チ ーム 38名 で開催。
当協会 よ り競技世話役 4名 と身障者、高齢者等
の 4チ ーム 13名 参加。好成績を揚 げ個人戦 で

伊藤英彦氏 は金 メダル、大和 田八重子 さん銀、
田中正次氏 は銅、団体戦で も銀、銅 と。 しか も

身障者の情況 も理解 で き意義深い大会で した。
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☆第 15回全国健康福祉祭ふ くしま大会

うつ くしまねん りん ビック2002
10月 19日 (土)20日 (日 )

夏井川河川敷 TBG場 (福 島県いわ き市 )

☆ スポーツフ ェスタ2002i n東 京 スタジアム

10月 19日 (土 )20日 (日 )(雨 天決行 )

新 しく出来 た東京 ス タジアムに府 中、国分寺
両協会の協力で TBG体 験 コーナーを作 りPR
他 に も多 くのイベ ン トもあ り、近 くの人 は覗 い

てみては如何ですか。 入場料 700円 。

☆展 日の蕪 ニ ュースポーツ
コミュニケ ーシ ョン"2002

10月 26日 (土 )27日 (日 )

辰 巳の森海浜公園 に江東 BG倶 楽部の協力で

9ホ ールの体験 コーナーを開催。

☆第 26回 公指競技大会

開催 日  11月 9日 (土 )

場 所  都立武蔵野 中央公園
主 管  武蔵野 TBG連 合会

☆第 56回 全国 レク リェー シ ョン大会 in埼玉

開催 日  11月 10日 (日 )

会 場  上尾運動 公園 (埼 玉県 )

300人 以上の参加が見込 まれ、当協会か ら

八王子、江東、西東京、国分寺、杉並の 5協会
よ り 39名 が参加 します。

☆第 11回東京都 TBGオ ープ ン大会
第 4回 多藤地 区 TBGオ ープン大会

開催 日 11月 17日 (日 )10:00～
会 場 国営・ 昭和記念公園・ 渓流広場北側

参加料 都 TBG会 員 1.300円 、他 1.800円
東京都 TBG協 会 と立川市 レク リェー シ ョン

協会の共催 によ り立川、国分寺の人達の協力で

大会 を開催。詳細 はは各団体 に通知ずみ。

☆ スポーツ・ フ ォア・ オール

国際 フ ェア"2002神宮外売大会

開催 日 11月 23日 (土)24日 (日 )

場 所 神宮外苑軟式野球場 (絵画館前 )

杉並、練馬両協会で体験 コーナーを開催。

銀杏 も見頃、 いろんなイベ ン トもあ ります。

☆鵠 27回 公指饉機大会

開催 日  12月 15日 (日 )

場 所  辰 巳の森海浜公園
主 管  文京区 TBG協 会     `

申 し込 みは 341名 で競技参加者 の

コ ー ナ ー で の プ レ ー ヤ ー



【初めての出会い】もう十数年前になると思いま

すが、三鷹の鮎川財団日産厚生園でおこなわれた

スポレクで野島先生に夫婦 して手ほどきをうけ、

病み付きになり国分寺の岡芹さんに無理をして国

分寺に入会させてもらったのが平成 4年でした。

【東村山TBGク ラブが出来るまで勇 愚痴話に

なりますが、TBC病 にとりつかれた夫婦は国分

寺の練習日にうけた人々の暖かさと楽 しさを何と

か地元の人々を交え東村山にもクラプをつくり、

その輪を広げプレーしたいと考えた。

平成 5年に行動を起こし用具一式、マット、シヤ

トル等自費で買い入れ、次は場所だが、そんじゃ

簡単に借 りられない、始めは市の運動競技場を 2

時間 2,000円 で月 2回 3ヶ 月間借 り、市の広報紙

に実験教室の会員募集やり (病院のお世話になら

ない健康な身体作りをスローガンに)や っと24
名の同好の志があつまつた。 しかし、遺憾せん

全て個人資金での賄いは続かないとおもい体協や

教育委員会に相談したが、市は、都の方の指示で

グランドゴルフを奨励 している最中なので、また

ゴルフはと断られ、意気消沈 しているところ一部

の会員から会費制の提案があり、会の人々に相談

した所、会費を取るならやめると、会員が 3～ 4

名となった。個人としての力不足を強 く感 じ、話

し合い準備不足とし解散 した。その後 2年間会

場探 しや口込みによる会員募集・市・企業などの

窓口に働きかけ、どうやら仲間や家内の昔のつて

でNTTの 小さなグランドを確保できた。こうし

た努力で平成 7年に12名でクラプを発足 し、

2～ 3回 (水 )富 士見町南台小学校 月 1～ 2

回 (日 )(地域 コミニ テイ管理)(会 員は現役

の人が多く出入 りが激 しい)(ク ラプの用具 14

ホール分・ ロープ 14ホ ール分は全て、クラブ会

員会費より購入 )

クラブ員は始め富士見町にかぎられたが、最近

になり本町・栄町・久米川町・諏訪町・野口町・

廻田町 。東大和市・埼玉県狭山市など範囲を広げ

やっと増え始めた。 リクリェーションと親睦のた

め、年 3回八王子グリーンラン ドヘ行きアップダ

ウンをたのしんでいる。また、東京都のオープン

大会 とか立川クラプの練習会に参加 したり、山梨

県大月の 21L紀 (志村オーナー)の大会にも参

加。だいぶ会員も幅を広げて来た。次は単独の旅

行会なともしたいとおもっている()飲み会は新年

会のみ。

【国分寺・西東京のご協力に感謝】久米川少年野

球場が使用出来るようになつて 国分寺 西東京

(旧 田無 )の 多勢の有段者の方々が技術指導に来

てぃだき、その賑わいで通行人がのぞきから興味

をもち会員になるといった有力な助け人効果が有

難かつた。また西東京はクラブの練習・行事・旅

行など当方のクラブ員を受け入れて交流 。親睦を

させていただき人の和の大切さを味わいさせてい

ただいている。

国分寺歴代の会長 故勝野 さん 。岡芹さん 。小

林さん 。秋野 さん 。内藤 さん 。清水 さん 。国分寺

会員の皆様  西東京会長 大和田さんはじめ会

員の皆様に感謝 しこの気持 ちをここに記す。

(東村山TBGク ラブ会長 福井良夫 )


