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新会長あいさつ

新理事長あいさつ

北 原 大 平

岡 崎 一 夫

このたび会長となり、岡崎一夫さん に
理事長をバトンタッチしました。
同氏は 45 年来の知己であり、又、都協会
設立以来役員として永年サポートしてい
ただきました。新しいリーダーと共に活力
ある協会に発展させましょう。
紙面を借りて私共の上部団体である日本
ＴＢＧ協会について申し上げます。
現理事長の押塚さんは、複数のニュ ー
スポーツ団体の役員を兼務しつつ、日本ＴＢＧ
協会の業務を精力的に推進されております。
地元の都協会としても平成 13 年以降、
鈴木康夫さんを事務局長、大和田明徳さん
を技術委員として支援してきました。
私も日本ＴＢＧ協会副会長として、岡崎
常任理事と共に日本協会・都協会の共存共栄
の関係を強化したいと考えております。
当面 47 都道府県全部に組織をつくり、
公認指導者の人員を増やし、私共の愛す
るＴＢＧの財政の健全化をはかり、
社会的に認知されるニュースポーツとして
発展させようと期しております。
このような事情をご理解のうえ、ご支援
をお願いし、ごあいさつとします。

このたび北原さんの後任として理事長
を引き継ぐことになりました。
15 周年を機に当協会は、その活動経緯を
「15 年のあゆみ」として刊行致しました。
これを読みますと北原リーダーのもと
当協会の皆様が、TBG の普及・発展過程で
大きな役割を果したことが良く分かります。
TBG が世界に羽ばたかんとするこの時
期、北原さんが活動の重点を日本協会に移
されることは喜ばしいことであり、私ども
もこれを支えていきたいと思います。
これまでの TBG の急成長について私は、
① TBG が持つ本質的な楽しさと奥行き
② TBG を日常楽しむ多数の人々の存在
③ 全国展開を果した有能な人材の結集
④ スポレク祭等を協力に実施した文科省
⑤ PR してくれるマス・メディアの支援
などによるものと考えています。
今後ともTBGが益々発展するためには、
②③の人材育成が喫緊の課題と考えます。
加盟協会幹部の皆様並びに会員の皆様
が、このすばらしい TBG を大いに楽しみ
つつ、人材育成に更に注力して戴くことを
お願いして、ごあいさつと致します。

平成 17 年度

東京都 TBG 協会 15 周年記念誌

「15 年のあゆみ」刊行さる

東京都ＴＢＧ協会定期総会

「創立 15 周年記念誌編集委員会」を中心に全
５月 28 日（土）10：40～13：15
加盟団体で編纂を進めてきた「15 年のあゆみ」
水道橋西口会館（日レク会議室）
が完成、定期総会において配布されました。
都協会役員、地域協会代表者、評議員並びに
席上岡崎編集委員長より、編纂経緯の説明及
専門委員会委員37名出席。山北理事司会により、
び各協会での TBG 普及事業への活用と、会員
北原理事長挨拶、出席者自己紹介。
としても愛読して欲しい旨要請がありました。
続いて北原議長のもと議案審議に入り、平成
内容は「写真で見るTBGの15年」「座談会で
16 年度事業報告、決算・監査報告、平成 17 年
語る15年の歩み」「協会活動の15年」「加盟団体
度事業計画・予算、会長職を定める規約改正及
の歴史と現況」
「TBGニュース」の５部構成で、
び新役員人事の各議案が承認されました。
Ａ4版172頁の充実した記念誌となっています。
その後理事会にて会長に北原氏、理事長に岡
頒布を希望される方は、各加盟協会責任者に
崎氏が推挙され、新体制が発足しました。
お申し込み下さい。
（新体制は下記の通り）
………………………………………………………………………………………………………………………
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東 京 都 Ｔ Ｂ Ｇ ニ ュ ー ス
★第 10 回多摩地区交流大会
４月 16 日（土） 武蔵野中央公園
主 管 武蔵野ＴＢＧクラブ連合会
参加者 122 名（男子 86 名、女子 36 名）
優勝 根岸仙太郎 67 伊藤 美晴
68
２位 名古屋武夫 69 山崎 京子
75
３位 大和田明徳 69 我妻 栄子
78
★第 39 回公認指導者競技大会
５月 15 日（日） 江戸川・篠崎
主 管 江戸川区ＴＢＧ協議会
参加者 113 名（男子 77 名、女子 36 名）
男 子 優 勝 者
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Ｃ
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ベストグロス賞に輝いた岡田さん（町田）
（グ
ロス 66）水沢さん（江東）は今年度の全日本大
会への出場権を獲得しました。
★第３回江東ＢＧチャリティ大会
５月 22 日（日） 辰巳の森海浜公園
主 催 江東ＢＧ倶楽部
参加者 135 名（男子 91 名、女子 44 名）
優秀 中島 守利 78 井原とみ子
85
優良 安田
茂 94 野瀬 智子
81
優良 木村 英夫 92 河野 幸子
78
新ペリア方式
★平日オープン大会
６月２日（木） 武蔵野公園
主 管 武蔵野・国分寺・西東京・杉並共同
主管
参加者 117 名（男子 80 名、女子 37 名）
優勝 平渡 章夫 58 山北 恵子
58
２位 根岸 義郎 59 山崎 京子
67
３位 根岸仙太郎 59 古賀佐恵子
70

★第 18 回東京都オープン大会
６月 19 日（日） 明治安田グリーンランド
主 管 八王子ＴＢＧ協会
参加者 140 名（男子 99 名、女子 41 名）
優勝 岡田 豊志 64 山崎 京子
71
２位 根岸仙太郎 66 山北 恵子
73
３位 小林 秀夫 67 伊藤 美晴
73
ベストグロス賞に輝いた山崎さん（東村山）
は、既取得の岡田さんと共に今年度の全日本大
会への出場権を獲得しました。

こ れ か ら の 行 事 予 定
★第 19 回東京都オ－プン大会
７月 17 日（日） 辰巳の森海浜公園
主 管 練馬区ＴＢＧ協会
★公認指導者認定試験
８月 21 日（日） 第２しろがね公園
★第 40 回公認指導者競技大会
９月 11 日（日） 武蔵野公園（府中）
主 管 国分寺ＴＢＧ協会
★第 59 回全国レクリェーション大会 in 東京
９月 18 日（日） 辰巳の森海浜公園
主 管 都ＴＢＧ協会
★第 17 回都民スポレクふれあい大会
９月 18 日（日）・19 日（月）
都立武蔵野中央公園
主 管 都ＴＢＧ協会
★第３回全日本ＴＢＧ大会
９月 18 日（日）・９月 19 日（月）
福井県あわら市
★第５回はばたきＢＧ大会
９月 23 日（金） 都障害者スポーツセンター
★第 18 回全国スポレク祭
10 月１日（土）～４日（火） 岩手県一戸町
★第 14 回関東・甲信越ブロックＴＢＧ交流大会
10 月９日（日）・10 日（月） 群馬県昭和村
★辰巳の森ニュースポーツコミュニケーション
10 月 22 日（土）・23 日（日）
辰巳の森海浜公園

競 技 規 則 の 変 更（公指大会ハンディキャップの変更について）
①

②
③
④
⑤

⑥

ハンディキャップ算出の計算方法を変えます。
新計算方法（３回出席の平均スコアを 80 とした場合）
（80－72）×0.8＝6.4
新ハンデ→6（小数点第１位を四捨五入）
従来の計算方法
（80×0.9）－72＝0
新ハンデ→0
今までハンデ０以上の表示を（－）としていたのを（＋）表示とする。
今回の見直しは平成 15 年４月～平成 17 年３月の間、大会出席３回以上のグロススコアを対象に
計算する。
３回未満の場合は、３回到達年の９月及び３月に見直しを行う。（それ迄は旧ハンデ適用）
入賞者のハンディキャップの変更
ハンデ 11 以上……優勝３割、２位２割、３位１割
ハンデ０及び（＋）ハンデ……入賞者（１位～３位）は１を加える。
ハンディキャップのない人の参加費は１年間に限り 1000 円とする。（競技委員会 大和田明徳）

