
ＯＢＧれんらくレター№１９５（２０１９年１２月） 

 編集 曽余田 兼代  事務担当 上山 隆義 鎌田 修 

今回のれんらくレターでは、 

１.年末年始の練習会日程及び来年からの練習時間変更のお知らせ 

２.来年１月以降の活動スケジュール（予定）のご案内 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

４.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

尚、来月のれんらくレターはお休みさせていただきます。 

２０１９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活動は、 

枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 

１.年末年始の練習会日程及び来年からの練習時間変更のお知らせ 

 【１２月】通常通りの練習日です。 

      １２月１９日（木）１５時～       

      １２月２５日（水）１３時１５分～打ち納め 

 【１月】１月２日（木）はお休みです。 

     １月１６日（木）１３時１５分～初打ち 

     １月２２日（水）１３時１５分～ 

※来年１月より枚方練習会（第１・第３木曜日）の開始時間が変更になります。 

これまで第１・第３木曜日の練習会は１５時からでしたが、第４水曜日と同じ１３時１

５分 

からとなりますので、お間違いのないようご注意くださいませ！ 

２.来年１月以降の活動スケジュール（予定）のご案内 

 【２０２０年】 

 １月１６日（木）１３時１５分～枚方練習会（初打ち） 

   ２２日（水）１３時１５分～枚方練習会 

 ２月６日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２０日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２６日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

 ３月５日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   １９日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２５日（水）第 129 回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

 ４月２日（木）１０時００分～１１時００分 実行委員会 



        １１時００分～１２時００分 ２０２０年度 第 1回理事会 

        （ゴルフアベニューコンペルーム） 

        １３時１５分～枚方練習会 

   １０日（金）第 130 回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

   １６日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２２日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

 ■４月又は５月 

  ２０１９年度事業及び決算の監事監査（日時・場所未定） 

 ５月７日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   １２日（火）第 131 回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

   ２１日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２７日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

   ２８日（木）第 17 回通常総会（日時・場所未定） 

 ６月３日（水）第 16回ブラインドゴルファー競技大会 くずはゴルフリンクス 

   ４日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   １７日（水）第 17 回ボランティア会員親睦ゴルフ大会 くずはゴルフリンクス 

   １８日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２４日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

 ７月２日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   １６日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２２日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

 ８月６日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２０日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２６日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

 ９月３日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   １６日（水）第 132 回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 



   １７日（木）１３時１５分～枚方練習会 

   ２３日（水）１０時３０分～１２時００分 

         実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

         １３時１５分～枚方練習会 

 １０月１日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １５日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １６日（金）第 16回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 くずはゴルフリンクス 

    ２８日（水）１０時３０分～１２時００分 

          実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

          １３時１５分～枚方練習会  

 １１月５日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １８日（水）第 133回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

    １９日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    ２５日（水）１０時３０分～１２時００分 

          実行委員会（ゴルフアベニューコンペルーム） 

          １３時１５分～枚方練習会 

 １２月３日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    ６日（日）１０時３０分～１１時３０分 ２０２０年度第 2回理事会 

         （サンプラザ生涯学習市民センター） 

         １２時３０分～１５時００分 忘年会（がんこ枚方店） 

    １７日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    ２３日（水）１３時１５分～枚方練習会（打ち納め） 

※上記のスケジュールなどは変更になる場合もございますので、直前のれんらくレター

を 

ご確認いただけますよう、よろしくお願い致します。 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆練習ラウンドや退会などの申込 

 ◎メールでのエントリー：担当 上山（かみやま） 

  メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 ◎電話でのエントリー：担当 阪崎（さかざき） 

  電話番号：０８０－１４８３－２２３９ 

【お願い】 

 受付漏れを防止するため、各月（練習ラウンドや大会）ごとにエントリーをして 

いただけますよう、お願い致します。また、メールができる方は、なるべく上記メール 

アドレスをご利用くださいませ。 

☆枚方練習会への参加連絡 



 obg-hirakata1@googlegroups.com 

☆ＯＢＧホームページＵＲＬ 

 https://obg9zh15tk.wixsite.com/mysite/ 

４.当面の予定 

 ◆２０２０年３月２５日（水） 

  第１２９回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

  申込締切：２月２０日（木） 

以上です。 

ＯＢＧれんらくレター№１９４（２０１９年１１月） 

 編集 曽余田 兼代  事務担当 上山 隆義 鎌田 修 

今回のれんらくレターでは、 

１.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について 

２.忘年会開催のご案内 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

４.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

２０１９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。） 

の活動は、枚方市 NPO活動応援基金の補助事業として実施します。 

１.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について 

 いよいよ親睦大会の日程が近づいてまいりました。ご参加予定の 

皆様のお手元にはパンフレットが届いておりますでしょうか。 

組み合わせやスタート時間、その他の内容をご確認いただき、ご不明な 

点などがございましたら、下記連絡先までお問合せくださいますよう、 

よろしくお願い致します。 

 日時：令和元年１１月１４日（木） ７時３０分スタート 

 場所：くずはゴルフリンクス（大阪府枚方市 京阪電車樟葉駅下車すぐ） 

 参加費：１０,０００円（プレーパートナー、ボランティア参加の方は無料） 

 競技方法：１８H ストロークプレー ダブルペリア方式 

☆担当者：上山（かみやま） 

 メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 電話：０８０－１４０７－０４１４ 

２.忘年会開催のご案内 

 

 日時：１２月１日（日） １２時３０分～１５時 

 会場：がんこ 枚方店（枚方市岡東町 11-17） 

    ＴＥＬ ０７２-８４３-２２２５ 

    アクセス 京阪枚方市駅より徒歩約５分 

 集合：１２時 京阪枚方市駅東改札前（京都寄りの改札） 



 ※直接会場に行かれる方は、その旨お知らせくださいませ。 

 会費：３，５００円（飲み物代も含む） 

 申込み締切：１１月２０日（水） 

 ※会場の都合により、先着４０名とさせていただきます。 

 ※締切前であっても４０名に達した時点で申込みを締切らせていただきますので、 

 お早めにお申込みいただけますよう、お願い致します。 

 申込み先：電話 ０８０－１４８３－２２３９ 担当 阪崎（さかざき） 

     メールアドレス obg-round@googlegroups.com 担当 上地（かみじ） 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆練習ラウンドや退会などの申込 

 ◎メールでのエントリー：担当 上山（かみやま） 

  メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 ◎電話でのエントリー：担当 阪崎（さかざき） 

  電話番号：０８０－１４８３－２２３９ 

【お願い】 

 受付漏れを防止するため、各月（練習ラウンドや大会）ごとにエントリーをして 

いただけますよう、お願い致します。また、メールができる方は、なるべく上記 

メールアドレスをご利用くださいませ。 

☆枚方練習会への参加連絡 

 obg-hirakata1@googlegroups.com 

☆ＯＢＧホームページＵＲＬ 

 https://obg9zh15tk.wixsite.com/mysite/ 

４.当面の予定 

 ◆１２月１日（日） 第２回理事会 

  会場：サンプラザ生涯学習市民センター第１集会室 

  時間：１０時３０分～１１時３０分 

 ◆２０２０年３月２５日（水） 

  第１２９回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

以上です。 

 

ＯＢＧれんらくレター№１９３（２０１９年１０月） 

 編集 曽余田 兼代  事務担当 上山 隆義 鎌田 修 

今回のれんらくレターでは、 

１.第１２８回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

２.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について 

３.忘年会開催のご案内 

４.枚方練習会の集合時間について 

５.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 



６.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

２０１９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活動は、 

枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 

１.第１２８回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

 日時：１０月９日（水） 

 場所：くずはゴルフリンクス（大阪府枚方市 京阪電車樟葉駅下車すぐ） 

    〒５７３－１１２１ 大阪府枚方市楠葉花園町１４－２ 

    電話 ０７２－８５７－７１１０ 

 受付：午前８時１５分～午前８時３０分（クラブハウス２階フロント前） 

 ※時間厳守でお願い致します。遅れた場合は、スタート地点で受付致します。 

 ※パートナーとプレーヤーは、できるだけ早めに合流して一緒に行動して下さい。 

 参加費：８，５００円 

 （カート代・ロッカー使用料・プレーヤーの昼食代を含む） 

 ※パートナーの昼食代については、各自レストランでご精算くださいませ。 

 集合：午前９時（練習グリーン付近） 

 スタート：午前９時３０分（ＯＵＴコース） 

 ※プレー終了後は、自由解散です。 

＜組み合わせ＞ ＯＵＴスタート ９時３０分 

１組 樫原 隆（田中 能文） 伊藤 米市（小川 敏広） 

   藤本 くにゑ（★上地 勉） 

２組 ●木本 敏博（木本 多江子） 平井 啓一（★太田 雅亮） 

   岡 利衣子（山西 保夫） 

３組 竹田 武夫（★阪崎 秀雄） 村田 雅男（中村 健吾） 

   福園 多恵子（山城 美智子） 

４組 ●坂本 信雄（坂本 葉子） 橋本 富雄（向井 あけみ） 

   桂 文子（★富田 恭平） 

５組 ●生長 善治郎（★中村 和歳） 上坂 喜幸（藤岡 俊久） 

   青田 和代（岸本 孝子） 

６組 ●曽余田 兼代（前川 喜美恵） 河村 宗治（★大迫 務） 

   山地 伸幸（山地 みよ） 

７組 ●今西 誠一（今西 幸子） 橋本 俊昭（★上山 隆義） 

   徳原 貞夫（内堀 昇吉） 

※組合せ表の●印の方は、全盲プレーヤーです。 

※組み合わせ表の★印の方は、それぞれその組のエチケットリーダーです。 

エチケットリーダーは、その組全体がスロープレーにならないよう進行管理とスコア 



管理をお願い致します。また、タイム管理のため次の記録をお願いいたします。 

アウト、インのスタートで最初にティーショットをした時刻を開始時刻、最後にホール 

アウトした時刻を終了時刻としてラウンド所要時間記録表に記録してください。 

※組合せ、スタート順等は当日変更になる場合がありますので、集合場所でご確認を 

お願い致します。 

※スイング中のプレーヤーより前には出ないでください。球が真横に飛んで来ることが 

有って、とても危険です。 

プレーの流れによりホールに近い人が先にプレーする場合は、後方に十分注意し、 

声掛けなどお互いにプレーの状況の確認を行ってください。 

※昼食後のスタートは、早めにスタンバイしてください。 

※スコアは自分自身でも数えて、パートナーさんと確認し合ってください。 

※スコアは１Ｈ毎にエチケットリーダーに申告確認してください。 

 更に９Ｈ終了毎に再確認してください。 

※エチケットリーダーは、終了後スコアカードとラウンド所要時間記録表を、 

２階フロント前で待機しているＯＢＧスタッフ（上地）まで提出してください。 

☆プレーパートナーのみなさまへのお願い 

現在、練習ラウンドや大会においてプレーパートナーをしていただいている方には、 

些少ながら謝金及び交通費をお渡ししています。 

今年度より、その都度受領印をいただくこととなりました。 

お手数とは存じますが、今後参加いただく際には「はんこ」をご持参いただけますよう 

お願い申し上げます。 

２.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について 

 １０月に入り、いよいよ親睦大会の開催が来月となりました。９月３０日にて申込み

を 

締切らせていただきましたが、参加申込みをいただきました皆様、お知り合いをご紹介 

いただきました皆様、ありがとうございました。お陰様で、１００人を超える方々に 

ご参加いただけることになり、賑やかな大会になりそうです。 

 参加予定の皆様には、１０月末頃にパンフレットを郵送または手渡しする予定ですの

で 

お手元に届きましたらご確認いただけますよう、よろしくお願い致します。 

 日時：令和元年１１月１４日（木） 

 場所：くずはゴルフリンクス（大阪府枚方市 京阪電車樟葉駅下車すぐ） 

 参加費：１０,０００円（プレーパートナー、ボランティア参加の方は無料） 

 競技方法：１８H ストロークプレー ダブルペリア方式 

☆担当者：上山（かみやま） 

 メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 電話：０８０－１４０７－０４１４ 

３.忘年会開催のご案内 

 日時：１２月１日（日） １２時３０分～１５時 



 会場：がんこ 枚方店（枚方市岡東町 11-17） 

    ＴＥＬ ０７２-８４３-２２２５ 

    アクセス 京阪枚方市駅より徒歩約５分 

 集合：１２時 京阪枚方市駅東改札前（京都寄りの改札） 

 ※直接会場に行かれる方は、その旨お知らせくださいませ。 

 会費：３，５００円（飲み物代も含む） 

 申込み締切：１１月２０日（水） 

 ※会場の都合により、先着４０名とさせていただきます。 

 ※締切前であっても４０名に達した時点で申込みを締切らせていただきますので、 

 お早めにお申込みいただけますよう、お願い致します。 

申込み先：電話 ０８０－１４８３－２２３９ 担当 阪崎（さかざき） 

      メールアドレス obg-round@googlegroups.com 担当 上地（かみじ） 

４.枚方練習会の集合時間について 

 現在、枚方練習会は第１・第３木曜日と第４水曜日に実施していますが、第４水曜日

に 

つきましては、参加者が多数のため、ブラインドプレーヤーとボランティアの組合せを 

決めて練習したいと思います。そのため、組合せ等をお伝えしますので、集合時間を 

１３時１５分とさせていただきます。会員の皆様にはご協力いただけますよう、よろし

く 

お願い致します。 

尚、木曜日の練習会につきましては、当面、集合時間は決めずに行いますので従来通り

で 

お願い致します。 

 練習日時：第１・第３木曜日 １５時～１７時 

      第４水曜日 集合１３時１５分～１５時 

５.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆練習ラウンドや退会などの申込 

 ◎メールでのエントリー：担当 上山（かみやま） 

  メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 ◎電話でのエントリー：担当 阪崎（さかざき） 

  電話番号：０８０－１４８３－２２３９ 

【お願い】 

 受付漏れを防止するため、各月（練習ラウンドや大会）ごとにエントリーをして 

いただけますよう、お願い致します。また、メールができる方は、なるべく上記メール 

アドレスをご利用くださいませ。 

☆枚方練習会への参加連絡 

 obg-hirakata1@googlegroups.com 

☆ＯＢＧホームページＵＲＬ 

 https://obg9zh15tk.wixsite.com/mysite/ 

６.当面の予定 



 ◆１２月１日（日） 第２回理事会 

  会場：サンプラザ生涯学習市民センター第１集会室 

  時間：１０時３０分～１１時３０分 

 ◆２０２０年３月２５日（水） 

 第１２９回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

以上です。 

 

ＯＢＧれんらくレター№１９２（２０１９年９月） 

 編集 曽余田 兼代  事務担当 上山 隆義 鎌田 修 

今回のれんらくレターでは、 

１.第１２７回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

２.第１２８回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

３.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について 

４.枚方練習会の集合時間について 

５.参加申込先（メールアドレス）変更のお知らせ 

６.ＯＢＧホームページについて 

７.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

２０１９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活動は、 

枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 

１.第１２７回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

                                  

 日時：令和元年９月１８日（水） 

 場所：武庫ノ台ゴルフコース 

 〒651-1503 兵庫県神戸市北区道場町生野字北山 1176-16 

 代表電話 078-985-2361   

 ＵＲＬ http://www.mukonodai.com/ 

 受付：各自ゴルフ場のフロントで名前を言って受付を済ませてください。 

※本コースでのプレーが初めての方は、障害者手帳を必ず提示して下さい。 

※プレーパートナーの方も無料でロッカーを利用できますので、必要な方はフロントで 

申し出てください。 

 集合：９時３０分（時間厳守 フロント横の階段を降りたソファー前） 

※パートナーとプレーヤーは早めに組合せ相手を確認し、一緒に行動してください。 

 電車案内：ＪＲ道場駅普通電車到着時刻（９時５分着以外は大阪駅からの直通） 

 ８時２１分、８時２８分、８時３７分、８時５３分、 



 ９時５分（京橋８時６分発東西線経由の直通普通電車） 

※ＪＲ道場駅は普通電車のみの停車となります。快速電車は停車しませんので、 

ご注意ください。 

※電車に合わせてゴルフ場のシャトルバスが運行しています。定員は９人のためピスト

ン 

運転となります。なるべく電車は分散してお越しください。（ゴルフ場まで５分程度） 

 スタート：午前１０時１６分 

 プレー費：８,３００円（カート、プレーヤーの昼食代を含む） 

※パートナーの昼食代はプレーヤーのカードに請求されますので、代金はプレーヤーに 

お支払いください。 

※プレー終了後、各自でプレー費の精算をお願いします。 

※プレー終了後は、自由解散です。 

＜組み合わせ＞ 

ＯＵＴスタート １０時１６分 

１組 岡 利衣子（★上山 隆義） 橋本 俊昭（阪崎 秀雄） 

２組 福園 多恵子（★田中 能文） 坂本 信雄（内堀 昇吉 坂本 葉子） 

３組 樫原 隆（★上地 勉） 藤本 くにゑ（田中 延忠） 

４組 平井 啓一（★寺澤 孝義） 田川 里香（吉田 美紀） 

ＩＮスタート １０時１６分 

５組 橋本 富雄（向井 あけみ） 曽余田 兼代（★前川 喜美恵） 

６組 伊藤 米市（★大迫 務） 青田 和代（岸本 孝子） 

７組 上坂 喜幸（★丸谷 譲） 桂 文子（原田 義一） 

※組み合わせ表の★印の方は、それぞれその組のエチケットリーダーです。エチケット 

リーダーは、その組全体がスロープレーにならないよう進行管理とスコア管理をお願

い 

致します。また、タイム管理のため次の記録をお願いいたします。 

アウト、インのスタートで最初にティーショットをした時刻を開始時刻、最後にホー

ル 

アウトした時刻を終了時刻としてラウンド所要時間記録表に記録してください。 

※組合せ、スタート順等は当日変更になる場合がありますので、集合場所でご確認を 

お願い致します。 

●スイング中のプレーヤーより前には出ないでください。球が真横に飛んで来ることが 

有って、とても危険です。 

プレーの流れによりホールに近い人が先にプレーする場合は、後方に十分注意し、 

声掛けなどお互いにプレーの状況の確認を行ってください。 

●昼食後のスタートは、早めにスタンバイしてください。 



●スコアは自分自身でも数えて、パートナーさんと確認し合ってください。 

●スコアは１Ｈ毎にエチケットリーダーに申告確認してください。 

 更に９Ｈ終了毎に再確認してください。 

●エチケットリーダーは、終了後スコアカードとラウンド所要時間記録表を、朝の集合 

場所で待機しているＯＢＧ事務局スタッフまで提出してください。 

☆プレーパートナーのみなさまへのお願い 

現在、練習ラウンドや大会においてプレーパートナーをしていただいている方には、 

些少ながら謝金及び交通費をお渡ししています。 

今年度より、その都度受領印をいただくこととなりました。 

お手数とは存じますが、今後参加いただく際には「はんこ」をご持参いただけますよう 

お願い申し上げます。 

２.第１２８回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

 日時：令和元年１０月９日（水） 

 場所：くずはゴルフリンクス（大阪府枚方市 京阪電車樟葉駅下車すぐ） 

 申込締切：令和元年９月２０日（金） 

☆エントリー等申込先 

 ◎メールでのエントリー：担当 上山（かみやま） 

  メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 ◎電話でのエントリー：担当 阪崎（さかざき） 

  電話番号：０８０－１４８３－２２３９ 

【お願い】 

 受付漏れを防止するため、各月（練習ラウンドや大会）ごとにエントリーをしてい 

ただけますよう、お願い致します。また、メールができる方は、なるべく上記メール 

アドレスをご利用くださいませ。 

３.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について 

 先月のれんらくレターでお知らせしました通り、以下の日程にて親睦大会を開催致し 

ます。この大会に参加希望のプレーヤーの皆様は、９月３０日（月）までにお申込み 

いただけますようお願い致します。その際、奥様など一緒に参加されるパートナーや 

同組でプレーを希望される晴眼プレーヤーがいらっしゃる場合は、その方々のお名前等

も 

併せてお知らせいただけますと幸いです。 

 ボランティア会員の皆様におかれましては、プレーパートナーとして、また大会当日

の 

運営をお手伝いいただけるボランティアスタッフとしてご協力いただけますようご参

加を 

お待ちしています。それ以外にもプレーヤーとしてのご参加も大歓迎ですので、いずれ



の 

場合も９月３０日（月）までにご連絡いただけますよう、よろしくお願い致します。 

そして、皆様のお知り合いの中でこの大会にご参加いただけそうな晴眼プレーヤーが 

いらっしゃいましたら、是非お誘いいただけますよう、お願い申し上げます。 

 日時：令和元年１１月１４日（木） 

 場所：くずはゴルフリンクス（大阪府枚方市 京阪電車樟葉駅下車すぐ） 

 参加費：１０,０００円（プレーパートナー、ボランティア参加の方は無料） 

 競技方法：１８H ストロークプレー ダブルペリア方式 

 申込締切：令和元年９月３０日（月） 

※円滑な大会準備のため、なるべくお早めに申込んでいただけますよう、ご協力の程 

よろしくお願い致します。 

☆エントリー及び問い合わせ先 

 担当者：上山（かみやま） 

 メールアドレス：obg-round@googlegroups.com 

 電話：０８０－１４０７－０４１４ 

４.枚方練習会の集合時間について 

 現在、枚方練習会は第１・第３木曜日と第４水曜日に実施していますが、第４水曜 

日につきましては、参加者が多数のため、ブラインドプレーヤーとボランティアの組 

合せを決めて練習したいと思います。そのため、組合せ等をお伝えしますので、集合 

時間を１３時１５分とさせていただきます。会員の皆様にはご協力いただけますよう 

、よろしくお願い致します。 

尚、木曜日の練習会につきましては、当面、集合時間は決めずに行いますので、従来 

通りでお願い致します。 

 練習日時：第１・第３木曜日 １５時～１７時 

      第４水曜日 集合１３時１５分～１５時 

５.参加申込先（メールアドレス）変更のお知らせ 

 先月のれんらくレターでお知らせしました通り、８月より参加申込の連絡先アドレ 

スが変更になっております。今後は以下のアドレスをご使用いただけますよう、よろ 

しくお願い致します。 

☆練習ラウンドや退会などの申込 

obg-round@googlegroups.com 

☆枚方練習会への参加連絡 

obg-hirakata1@googlegroups.com 

６.ＯＢＧホームページについて 

 ＯＢＧのホームページが新しくなっております。このホームページは、ブライン 

ドゴルフの存在を知らない方々にまずはブラインドゴルフに興味を持っていただき、 



プレーヤーとして、またそれをサポートするボランティアとして私達の活動に参加し 

てみたいと思っていただけるよう作成しました。 

会員の皆様にも、以下のＵＲＬより一度ご覧いただき、お知り合いの方々にこのホー 

ムページを宣伝していただけると幸いです。 

【ＯＢＧホームページＵＲＬ】 

https://obg9zh15tk.wixsite.com/mysite/ 

７.当面の予定 

 ◆１２月１日（日） 第２回理事会・ＯＢＧ忘年会 

  理事会会場：サンプラザ生涯学習市民センター第１集会室 

  忘年会会場：がんこ 枚方店 

        枚方市岡東町 11-17 

        TEL ０７２-８４３-２２２５ 

        アクセス 京阪枚方市駅中央改札口より徒歩約５分 

以上です。 

 

ＯＢＧれんらくレター№１９１（２０１９年８月）  

 編集 曽余田 兼代  事務担当 上山 隆義 鎌田 修  

今回のれんらくレターでは、  

１.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について    

２.次回９月練習ラウンドのご案内  

３.参加申込先（メールアドレス）変更のお知らせ  

４.ＯＢＧホームページについて  

５.クラウドファンディングの開始について  

６.当面の予定  

以上の内容を記載していますので、ご一読くださいませ。  

２０１９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活動は、  

枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。  

１.第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会について  

 本年度も以下の通り親睦大会を開催する運びとなりました。この大会に参加希望の  

プレーヤーの皆様は、９月３０日（月）までにお申込みいただけますよう、お願い致  

します。その際、奥様など一緒に参加されるパートナーや同組でプレーを希望される  

晴眼プレーヤーがいらっしゃる場合は、その方々のお名前等も併せてお知らせいただ  

けますと幸いです。  

 ボランティア会員の皆様におかれましては、プレーパートナーとして、また大会当  

日の運営をお手伝いいただけるボランティアスタッフとしてご協力いただける方は、  



同様に９月３０日（月）までにご連絡いただけますよう、よろしくお願い致します。  

そして、皆様のお知り合いの中でこの大会にご参加いただけそうな晴眼プレーヤーが  

いらっしゃいましたら、是非お誘いいただけますよう、お願い申し上げます。  

 日時：令和元年１１月１４日（木）  

 場所：くずはゴルフリンクス（大阪府枚方市 京阪電車樟葉駅下車すぐ）  

 参加費：１０,０００円（プレーパートナー、ボランティア参加の方は無料）  

 競技方法：１８H ストロークプレー ダブルペリア方式  

 申込締切：令和元年９月３０日（月）  

※円滑な大会準備のため、なるべくお早めに申込んでいただけますよう、ご協力の程  

よろしくお願い致します。  

☆エントリー及び問い合わせ先  

 担当者：上山（かみやま）  

 メールアドレス：obg-round@googlegroups.com  

 電話：０８０－１４０７－０４１４  

２.第１２７回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内  

 日時：令和元年９月１８日（水）  

 場所：武庫ノ台ゴルフコース  

 申込締切：令和元年８月２５日（日）  

☆エントリー等申込先  

 担当者：阪崎（さかざき）  

 メールアドレス：obg-round@googlegroups.com  

 電話：０８０－１４８３－２２３９  

※メールができる方は、受付漏れを防止するため、できるだけ上記メールアドレスを  

ご利用くださいませ。  

３.参加申込先（メールアドレス）変更のお知らせ  

 これまでＯＢＧで利用していましたＭＬ（メーリングリスト）のサービス終了に伴い、 

新しいＭＬを作成しましたので、以下に変更後のアドレスをお知らせ致します。  

会員の皆様には大変お手数をおかけしますが、新しいアドレスを登録していただき、  

８月より変更後のアドレスをご使用いただけますよう、よろしくお願い致します。  

☆練習ラウンドや退会などの参加申込  

obg-round@googlegroups.com  

☆枚方練習会への参加連絡  

obg-hirakata1@googlegroups.com  

４.ＯＢＧホームページについて  

 この度、ＯＢＧのホームページを一新致しました。このホームページは、ブライン  

ドゴルフの存在を知らない方々にまずはブラインドゴルフに興味を持っていただき、  



プレーヤーとして、またそれをサポートするボランティアとして私達の活動に参加し  

てみたいと思っていただけるよう作成しました。  

会員の皆様にも、以下のＵＲＬより一度ご覧いただき、お知り合いの方々にこのホー  

ムページを宣伝していただけると幸いです。  

【ＯＢＧホームページＵＲＬ】  

https://obg9zh15tk.wixsite.com/mysite/  

５.クラウドファンディングの開始について  

 ＯＢＧの安定した運営と親睦ゴルフ大会への支援を目的として、クラウドファンデ  

ィングを開始しました。期間は９月１０日（火）迄となっています。  

以下のサイトの中で、全国から寄付のご支援を依頼していますので、お一人でも多く  

の方にお伝えいただけますよう、よろしくお願い致します。  

【サイトＵＲＬ】  

https://readyfor.jp/projects/obg-roundfriendship-9zh  

６.当面の予定  

 ◆１０月９日（水）  

  第１２８回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス  

 ◆１１月１４日（木）  

  第１５回記念 大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 くずはゴルフリンクス  

 ◆１２月１日（日）  

  第２回理事会・ＯＢＧ忘年会 会場未定  

以上です。  

  

 

ＯＢＧれんらくレター№１９０（２０１９年７月） 

 編集 曽余田 兼代  事務担当 上山 隆義 鎌田 修 

２０１９年度も「大阪視覚障害ゴルファーズ協会」（以下「ＯＢＧ」という）の活動は、 

枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 

１.ＯＢＧ特別ルールについて 

３月のれんらくレターに特別ルール（案）を掲載しておりましたが、会員の皆様の 

ご意見をお伺いしながら検討を重ねた結果、総会にて以下をＯＢＧ特別ルールとさせ

て 

いただくことになりましたので、お知らせ致します。 

◆ＯＢＧ特別ルール 

①ジェネラルエリアでは、６インチ以内の箇所にプレースすることができる。 

②パーの２倍でグリーンオンしなかった場合はピックアップし、グリーン上の 



ワンピンの箇所からパットすること。 

③パットはワングリップ又は３パットでＯＫとする。ＯＫの時はプラス１すること。 

④バンカーではソールできる。 

⑤バンカーにおいてアンプレアブルを宣言した場合は２打罰でホールに近づかない 

任意の箇所にプレースすることができる。 

⑥ジェネラルエリアにおいてアンプレアブルを宣言した場合は１打罰でホールに 

近づかない任意の箇所にプレースすることができる。 

⑦ＯＢやロスト球の場合は、球が白杭ラインを横切った箇所、球を紛失したと思われ

る 

箇所から２打罰でホールに近づかない任意の箇所にプレースすることができる。 

ただし、ティーショットがＯＢの場合においてローカルルールでプレイング４など

の 

設定がある場合はそのルールに従うものとする。 

⑧プレーパートナーはショット、パットのライン上に立つことができる。 

２.７月からの枚方練習会のご案内 

＊大正練習会は６月で終了となりましたので、ご注意ください。 

練習会場名：枚方カントリー ゴルフ・アベニュー 

住所：〒５７３-０１１１ 枚方市杉北町１丁目４６２２ 

電話：０７２-８５８-８３３８ 

練習日時：毎月第１・第３木曜日 １５時～１７時 

      及び 第４水曜日 １３時～１５時 

費用：ボール１カゴ（６０球） ２００円 

交通：ＪＲ長尾駅、京阪樟葉駅から京阪バス 

◎長尾駅→枚方カントリー（約８分・２３０円） 

 乗り場：１ 

 系統：９３ 枚方カントリー行き 

  １１時台～１６時台は０１分発と３１分発 

◎樟葉駅→枚方カントリー（約３８分・２６０円） 

  乗り場：４Ａ 

  系統：９３ 枚方カントリー行き 

  １１時台～１６時台は００分発と３０分発 

◎＜帰り＞枚方カントリー→長尾駅→樟葉駅 

  系統：９３ 樟葉駅行き 

  １１時台～１５時台は２６分発と５６分発 

 １６時台は２４分発と５２分発 

 １７時台は２２分発と５２分発 



３.第１２７回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

と き：９月１８日（水） 

ところ：武庫ノ台ゴルフコース 

申込締め切り：８月２５日（日） 

皆様のご参加をお待ちしています! 

☆エントリー等申込先 

メールができる方は、エントリー整理の都合上、また、受付漏れを防止するため、 

できるだけ下記のメールアドレスをご利用ください。 

◆メールでのエントリー 

メールアドレス： obg-round@freeml.com 

◆電話でのエントリー 

阪崎理事 電話 080-1483-2239 

４.当面の予定 

◆１０月９日（水） 第１２８回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆１１月１４日（木） 第１５回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 くずはゴルフリン 

クス 

◆１２月１日（日） 第２回理事会・ＯＢＧ忘年会 会場未定 

以上です。 

 

 

ＯＢＧれんらくレター№１８９(２０１９年６月）   

編集 曽余田 兼代 事務担当 上山 隆義 鎌田 修  

 201９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活動は、枚 方 

市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 ①第１２６回ＯＢＧ練習ラウン 

ド ◇と き：６月１９日（水） ◇ところ：武庫ノ台ゴルフコース 〒651-1503 兵庫県 

神戸市北区道場町生野字北山 1176-16 代表電話 078-985-2361 Ｕ Ｒ Ｌ  

http://www.mukonodai.com/ ◇受付：各自ゴルフ場のフロントで名前を言って受付を 

済ませてください。  

 ※ 本コースでのプレーが初めての方は、障害者手帳を必ず提示して下さい。  

 ※プレーパートナーの方も無料でロッカーを利用できますので、必要な方はフロント 

で申 し出てください。   

◇集合：９時３０分（時間厳守 フロント横の階段を降りたソファー前） ※パートナー 

とプレーヤーは早めに組合せ相手を確認し、一緒に行動してください。  

 ◇電車案内：ＪＲ道場駅普通電車到着時刻（９時５分着以外は大阪駅からの直通） ８ 

時２１分、８時２８分、８時３７分、８時５３分、 ９時５分（京橋８時６分発東西線 



経由の直通普通電車） ※ＪＲ道場駅は普通電車のみの停車となります。快速電車は停 

車しませんので、ご注意く ださい。 ※電車に合わせてゴルフ場のシャトルバスが運行 

しています。定員は９人のため、ピスト ン運転となります。なるべく電車は分散して 

お越しください。（ゴルフ場まで５分程度）  

 ◇スタート：午前１０時１６分 ◇プレー費：８,３００円（カート、プレーヤーの昼

食 

代を含む） ※パートナーの昼食代はプレーヤーのカードに請求されますので、代金は 

プレーヤーにお 支払いください。 ※プレー終了後、各自でプレー費の精算をお願いし 

ます。 ◇プレー終了後は、自由解散です。   

◇組み合わせ表の★印の方は、それぞれその組のエチケットリーダーです。エチケット 

リ ーダーは、その組全体がスロープレーにならないよう進行管理とスコア管理をお願 

い致し ます。 また、タイム管理のため次の記録をお願いいたします。 アウト、イン 

のスタートで最初にティーショットを打った時刻を開始時刻、最後のホール でホール 

アウトした時刻を終了時刻としてラウンド所要時間記録表に記録してください。 ◇組 

合せ、スタート順等は当日変更になる場合がありますので、集合場所でご確認をお願 い 

致します。 ＜組み合わせ＞ ＯＵＴスタート １０時１６分 １組 橋本 富雄（向井明美） 

  

桂 文子（★内堀 昇吉） ２組 伊藤 米市（上地 勉） 青田 和代（★丸谷 譲） ３組 上 

坂 喜幸（★原田 義一） 福園 多恵子（田中 延忠） ４組 平井 啓一（寺澤 孝義） 藤 

本 くにゑ（★大迫 務） ＩＮスタート １０時１６分 ５組 岡 利衣子（★阪崎 秀雄） 

  

坂本 信雄（坂本 葉子） ６組 山地 伸幸（山地 みよ） 田川 里香（★田中 能文） ７ 

組 曽余田 兼代（前川 喜美恵） 河村 宗治（★上山 隆義） ●スイング中のプレーヤ 

ーより前には出ないでください。球が真横に飛んで来ること が有って、とても危険で 

す。 プレーの流れによりホールに近い人が先にプレーする場合は、後方に十分注意し、 

声 掛けなどお互いにプレーの状況の確認を行ってください。   

●昼食後のスタートは、早めにスタンバイしてください。  

 ●スコアは自分自身でも数えて、パートナーさんと確認し合ってください。  

 ●スコアは１Ｈ毎にエチケットリーダーに申告確認してください。 更に９Ｈ終了毎に 

再確認してください。   

●エチケットリーダーは、終了後スコアカードとラウンド所要時間記録表を、朝の集 合 

場所で待機しているＯＢＧ事務局スタッフまで提出してください。 ☆プレーパートナ 

ーのみなさまへのお願い 現在、練習ラウンドや大会においてプレーパートナーをして 

いただいている方には、些少 ながら謝金及び交通費をお渡ししています。 今年度より、 

その都度受領印をいただくこととなりました。 お手数とは存じますが、今後参加いた 

だく際には「はんこ」をご持参いただけますようお 願い申し上げます。  



 ②７月からの枚方練習会のご案内 ＊大正練習会は６月までとなりますので、ご注意く 

ださい。 練習会場名：枚方カントリー ゴルフ・アベニュー 住所：〒573-0111 枚方市 

杉北町１丁目４６２２ 電話：072-858-8338 練習日時：毎月第１・第３木曜日 １５時 

～１７時 及び 第４水曜日 １３時～１５時 費用：ボール１カゴ（６０球） ２００円  

交通：ＪＲ長尾駅、京阪樟葉駅から京阪バス（２２０円） ◎長尾駅→枚方カントリー 

（約８分） 乗り場：１ 系統：９３ 枚方カントリー行き １１時台～１６時台は０１分 

発と３１分発 ◎樟葉駅→枚方カントリー（約３８分） 乗り場：４Ａ 系統：９３ 枚方 

カントリー行き １１時台～１６時台は００分発と３０分発 ◎＜帰り＞枚方カントリ 

ー→長尾駅→樟葉駅 系統：９３ 樟葉駅行き 11 時台～１５時台は２６分発と５６分

発  

１６時台は２４分発と５２分発 １７時台は２２分発と５２分発 ③第１２7 回ＯＢＧ 

練習ラウンドのご案内 と き：９月１８日（水） ところ：武庫ノ台ゴルフコース 申込 

締め切り：８月２５日（日） 皆様のご参加をお待ちしています！ ☆エントリー等申込 

先 メールができる方は、エントリー整理の都合上、また、受付漏れを防止するため、 

で きるだけ下記のメールアドレスをご利用ください。 ◆メールでのエントリー メー 

ルアドレス： obg-round@freeml.com ◆電話でのエントリー 阪崎理事 電話 080 

1483-2239   

④当面の予定 ◆１０月９日（水） 第１２８回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフ場 ◆ 

１１月１４日（木） 第１５回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 くずはゴルフ場 ◆１２ 

月１日（日） 第２回理事会・ＯＢＧ忘年会 会場未定 以上  

ＯＢＧれんらくレター№１８８(２０１９年５月）  

 編集 平井啓一   事務担当 上山隆義  鎌田 修   

 

ＯＢＧれんらくレター№１８８(２０１９年５月） 

編集 平井啓一   事務担当 上山隆義  鎌田 修  

 

201９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活

動は、枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 

 

☆ＯＢＧ第１６回通常総会のご案内  

と き：5月 28日（火） 10時～正午 

ところ：日本ライトハウス 情報文化センター４Ｆ401 号室 

 大阪メトロ「肥後橋」すぐ 

みなさまのご参加よろしくお願い申し上げます。 

都合により、出席できない方は委任状の提出をお願いいたします。 



議案等詳細につきましては、後日お送りさせていただきます。 

☆第１２５回練習ラウンド 

◇と き：５月１５日（水） 

◇ところ：武庫ノ台ゴルフコース 

 〒651-1503 兵庫県神戸市北区道場町生野字北山 1176-16 

 代表電話 078-985-2361   

 ＵＲＬ http://www.mukonodai.com/ 

◇受付：各自ゴルフ場のフロントでお名前を言って受付を済ませてくださ

い。 

本コースでのプレーが初めての方は、障害者手帳を必ず提示して下さい。  

◇プレーパートナーの方も無料でロッカーを利用できるため、必要な方は

フロントで申し出てください。 

◇集合：９時３０分（時間厳守 フロント横の階段を降りたソファー前） 

パートナーとプレーヤーは早めに組合せ相手を確認して、一緒に行動して

ください 

◇電車案内：ＪＲ道場着普通電車時刻（９時５分着以外は大阪駅からの直

通） 

８時２１分、８時２８分、８時３７分、８時５３分、９時５分（京橋８時

６分発東西線経由の直通普通電車）  

ＪＲ道場駅は普通電車のみが停車します。快速は停車しませんので、ご注

意をお願いします。 

電車に合わせてゴルフ場のシャトルバスが運行されています。定員は９人

のため、ピストン運転となります。なるべく電車は分散してお越しくださ

い。（ゴルフ場まで５分程度） 

◇スタート： 午前１０時１６分 １組～４組ＯＵＴ、５組～８組ＩＮコ

ーススタート 

◇プレー費： 8,300円（カート、プレーヤーの昼食代を含む。） 

パートナーの昼食代金はプレーヤーのカードに請求されるため、代金はプ

レーヤーにお支払いください。 

プレー終了後、各自でプレー費の精算をお願いします。 

◇プレー終了後は、自由解散です。 

◇組み合わせ表の★印の方は、それぞれその組のエチケットリーダーで

す。 

 エチケットリーダーは、その組全体がスロープレーにならないよう進行

管理とスコア管理をお願いいたします。 

また、タイム管理のため次の記録をお願いいたします。 



アウト、インのスタートで最初にティーショットを打った時刻を開始時刻

として、最後のホールで最後にホールアウトした時刻を終了時刻として、ラ

ウンド所要時間記録表に記録してください 組合せスタート順等は当日変更

になる場合があります。 

 集合場所でご確認をお願いします。 

＜組み合わせ＞ 

今回のラウンドでは、ＯＢＧメンバー以外の方４人にボランティアとして

ご協力をいただき、開催できることになりました。ご協力に感謝申し上げま

す。 

ＯＵＴスタート 10時 16分 

1組 山地 伸幸（山地 みよ） 伊藤 米市（★丸谷 譲） 

2組 竹田 武夫（太田 雅亮） 平井 啓一（★寺澤孝義） 

3組 橋本 富雄（★松田 直樹） 坂本 信雄（坂本 葉子） 

4組 桂 文子（★阪崎 秀雄） 石川 春男（内藤 光司) 

ＩＮスタート 10時 16分 

5組 岡  利衣子（上地 勉） 上坂 喜幸（★上山 隆義） 

6組 樫原 隆（原田 義一） 曽余田兼代（★田中 能文） 

7組 藤本 くにゑ（★中村 和歳） 青田 和代（湯上 忠行） 

8組 田川 里香（★鎌田 修） 村田 雅男（中村 健吾） 

 

◇スイング中のプレーヤーより前には出ないでください。球が真横に飛ん

で来ることが有って、とても危険です。 

プレーの流れによりホールに近い人が先にプレーする場合は、後方に十分

注意し、声掛けなどお互いにプレーの状況の確認を行ってください。 

◇昼食後のスタートは、お早めにスタンバイしてください。 

◇スコアは自分自身でも数えてパートナーさんと確認し合ってください。 

 スコアは１Ｈ毎にエチケットリーダーに申告確認してください。 

 更に９Ｈ終了毎に再確認してください。 

◇エチケットリーダーは、終了後スコアカードとラウンド所要時間記録表

を、朝の集合場所で待機しているＯＢＧ事務局スタッフまで提出して下さ

い。 

☆プレーパートナーのみなさまへのお願い 

現在、練習ラウンドや大会においてプレーパートナーをしていただいてい

る方には、些少ながら謝金及び交通費をお渡ししています。 

今年度より、その都度受領印をいただくこととなりました。 

お手数とは存じますが、今後参加いただく際には「はんこ」をご持参いた



だくようお願い申し上げます。 

☆第１６回ボランティア会員親睦ゴルフ大会のご案内  

と き：6月 5日（水） 

ところ：牧野パークゴルフ場 

参加を希望される方は 5月 15日（水）までに下記申込方法にてエントリー

をお願いいたします。 

みなさまのご参加をお待ちしています。 

☆第１２６回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

と き：６月１９日（水） 

ところ：武庫ノ台ゴルフコース 

申込締め切り：５月２５日（土） 

みなさまのご参加をお待ちしています。 

☆役員退任にあたり 

この度は、都合により来る 5月 28日に開催される通常総会をもちまして、

役員を退任することとなりました。 

概ね 5年間の役員在任中はプレーヤーのみなさま、ボランティアのみなさ

ま方にはただいなるご協力を賜り、感謝申し上げます。 

引き続き、ＯＢＧの会員としてみなさまと共にゴルフをたのしませていた

だこうと考えていますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、新たな役員体制により、ＯＢＧの活動がより一層発

展されることを祈念します。 

平井 啓一 

☆エントリー等申込先 

メールができる方は、エントリー整理の都合上、また、受付漏れを防止す

るため、できるだけ下記のメールアドレスをご利用ください。 

◆メールでのエントリー 

メールアドレス： obg-round@freeml.com 

◆電話でのエントリー 

阪崎理事へ！ 

◆電話：  080-1483-2239 

☆当面の予定 

◆９月 1８日（水） 第１２７回ＯＢＧ練習ラウンド 武庫ノ台ゴルフコ

ース 

◆１０月９日（水） 第１２８回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフ場 

◆１１月１４日（水） 第１５回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 くずは

ゴルフ場 



◆１２月１日（日） 第 2回理事会  10時 30分～11時 30 分 京橋「大北京」 

         ＯＢＧ忘年会  12時～15時  同 上 

以上 

 

ＯＢＧれんらくレター№１８７(２０１９年４月） 

 編集 平井啓一   事務担当 上山隆義  鎌田 修  

201９年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活

動は、枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施を予定しています。 

☆ＯＢＧ年間会費納入のお願い 

ＯＢＧ正会員のみなさま、２０１９年度正会員の年会費納入を次の通りお

願い申し上げます。 

◇納入方法 

①４月１７日に実施する第１５回ブラインドゴルファー競技大会において

納入 

②大正練習会、枚方練習会において納入 

③下記の銀行口座への振り込みにより納入 

りそな銀行くずは支店 

  名義： 特定非営利活動法人大阪視覚障害ゴルファーズ協会 

  番号： ２５０－０２８５５５２ 

◇会費 

ブラインド会員 3,000円＋スポーツ保険料 1,850 円（６５歳以上は 1,200

円） 

ボランティア会員 2,000 円（スポーツ保険料はＯＢＧが負担します。） 

☆第１５回ブラインドゴルファー競技大会 

◇と き：４月１７日（水） 

◇ところ：武庫ノ台ゴルフコース 

 〒651-1503 兵庫県神戸市北区道場町生野字北山 1176-16 

 代表電話 078-985-2361   

 ＵＲＬ http://www.mukonodai.com/ 

◇受付：各自ゴルフ場のフロントでお名前を言って受付を済ませてくださ

い。 

本コースでのプレーが初めての方は、障害者手帳を必ず提示して下さい。  

◇集合：９時３０分（時間厳守 フロント横の階段を降りたソファー前） 

パートナーとプレーヤーは早めに組合せ相手を確認して、一緒に行動して

ください 



◇電車案内：ＪＲ道場着普通電車時刻（９時５分着以外は大阪駅からの直

通） 

８時２１分、８時２８分、８時３７分、８時５３分、９時５分（京橋８時

６分発東西線経由の直通普通電車）  

ＪＲ道場駅は普通電車のみが停車します。快速は停車しませんので、ご注

意をお願いします。 

電車に合わせてゴルフ場のシャトルバスが運行されています。定員は９人

のため、ピストン運転となります。なるべく電車は分散してお越しくださ

い。（ゴルフ場まで５分程度） 

◇スタート： 午前１０時９分 １組～５組ＯＵＴ、６組～９組ＩＮコー

ススタート 

◇プレー費： 8,300円（カート、プレーヤーの昼食代を含む。） 

◇大会参加費：1,000円（フロント横階段下のＯＢＧ受付でお支払いくだ

さい。） 

パートナーの昼食代金はプレーヤーのカードに請求されるため、代金はプ

レーヤーにお支払いください。 

プレー終了後、各自でプレー費の精算をお願いします。 

◇プレー終了後は、フロント前のレストラン内において成績発表を行いま

す。飲み物と軽食をお楽しみください。 

◇組み合わせ表の★印の方は、それぞれその組のエチケットリーダーで

す。 

 エチケットリーダーは、その組全体がスロープレーにならないよう進行

管理とスコア管理をお願いいたします。 

また、タイム管理のため次の記録をお願いいたします。 

アウト、インのスタートで最初にティーショットを打った時刻を開始時刻

として、最後のホールで最後にホールアウトした時刻を終了時刻として、ラ

ウンド所要時間記録表に記録してください。 

 組合せスタート順等は当日変更になる場合があります。 

 集合場所でご確認をお願いします。 

＜組み合わせ＞ 

今回のラウンドでは、ＯＢＧメンバー以外の方５人にボランティアとして

ご協力をいただき、開催できることになりました。ご協力に感謝申し上げま

す。 

（Ｂ）は全盲プレーヤー 

ＯＵＴスタート １０時９分 

１組 （Ｂ）曽余田兼代（★曽余田 桂司）橋本 富雄（太田 雅亮） 



２組 平井 啓一（★寺澤孝義） 上坂 喜幸（湯上 忠行) 

３組 加藤 善史郎（★原田 義一） （Ｂ）木本 敏博（木本 多江

子）  

４組伊藤 米市（★丸谷 譲） 山地 伸幸（山地 みよ）  

５組 福園多恵子（上地 勉） 青田 和代(★田中 能文） 

ＩＮスタート １０時９分 

６組 岡  利衣子（田中 延忠） 藤本 くにゑ（★鎌田 修） 

７組 竹田 武夫（★内堀 昇吉） 樫原 隆（内藤 光司） 

８組 村田 雅男（中村 健吾） 河村 宗治（★中村和歳） 

９組 （Ｂ）坂本 信雄（坂本 葉子） 田川 里香(★上山 隆義) 

 

◇スイング中のプレーヤーより前には出ないでください。球が真横に飛ん

で来ることが有って、とても危険です。 

プレーの流れによりカップに近い人が先にプレーする場合は、後方に十分

注意し、声掛けなどお互いにプレーの状況の確認を行ってください。 

◇昼食後のスタートは、お早めにスタンバイしてください。 

◇スコアは自分自身でも数えてパートナーさんと確認し合ってください。 

 スコアは１Ｈ毎にエチケットリーダーに申告確認してください。 

 更に９Ｈ終了毎に再確認してください。 

◇エチケットリーダーは、終了後スコアカードとラウンド所要時間記録表

を、朝の集合場所で待機しているＯＢＧ事務局スタッフまで提出して下さ

い。 

☆ＯＢＧ特別ルールの見直しについて 

下記にその特別ルール案を記載しますので、みなさまのご意見をお願い申

し上げます。 

◆特別ルール（案） 

①ジェネラルエリアでは、６インチ以内の箇所にプレースすることができ

る。 

②パーの２倍でグリーンオンしなかった場合はピックアップし、グリーン

上のワンピンの箇所からパットすること。 

③パットはワングリップ又は３パットでＯＫとする。ＯＫの時はプラス１

すること。 

④バンカーではソールできる。 

⑤ジェネラルエリアやバンカーにおいてアンプレアブルを宣言した場合は

１打罰でホールに近づかない任意の箇所にプレースできる。 

⑥ＯＢやロスト球の場合は、球が白杭ラインを横切った箇所、球を紛失し



たと思われる箇所から２打罰でホールに近づかない任意の箇所にプレースで

きる。 

ただし、ＯＢの場合においてローカルルールでプレイング４などの設定が

ある場合はそのルールに従うものとする。 

⑦プレーパートナーはショット、パットのライン上に立つことができる。 

☆大１２５回ＯＢＧ練習ラウンドへのエントリーについて 

と き：５月１５日（水） 

ところ：武庫ノ台ゴルフコース 

申込締め切り：４月２５日（木） 

みなさまのご参加をお待ちしています。 

 

☆２０１９年ブラインドゴルフ親善大会 in 九州への派遣者の選考結果のお

知らせ 

１．と き  ２０１９年 ５月１９日（日）・２０日（月） 

２．ところ  若宮ゴルフクラブ 

 福岡県宮若市乙野 1121  

 電話：0949-54-0595 

３．宿泊先  スコーレ若宮 

 福岡県宮若市乙野 644-2  

 電話：0949-54-0001 

４．ＯＢＧからの派遣者 

ＯＢＧの他団体主催大会への派遣要領に基づき、次の６人の方を選考させ

ていただきました。 

みなさまのご幸運、ご健闘を祈念します。 

なお、かっこ内の数字はＯＢＧ催事への参加状況です。 

伊藤 米市（１０） 上坂 喜幸（１０） 木本 敏博（５） 坂本 信

雄（７） 山地 伸幸（６） 平井 啓一（１０） 

☆エントリー等申込先 

メールができる方は、エントリー整理の都合上、また、受付漏れを防止す

るため、できるだけ下記のメールアドレスをご利用ください。 

◆メールでのエントリー 

メールアドレス： obg-round@freeml.com 

◆電話でのエントリー 

阪崎理事へ！ 

◆電話：  080-1483-2239 

◇ ご意見、問い合わせ及び新規加入希望者の紹介等は平井理事まで。 



 メールアドレス：cocokei@live.jp 

 電話：090-2101-8960 

☆当面の予定 

◆５月２８日(火）通常総会 １０時～ 情文４Ｆ401号室 

◆6月 5日（水）第１６回ボランティア会員親睦ゴルフ大会 牧野パーク

ゴルフ場 

◆6月 19日（水） 第１２６回ＯＢＧ練習ラウンド 武庫ノ台ゴルフコー

ス 

以上 

 

ＯＢＧれんらくレター№１８６(２０１９年３月） 

 編集 平井啓一   事務担当 上山隆義  鎌田 修  

 

2018年度大阪視覚障害ゴルファーズ協会（以下「ＯＢＧ」という。）の活

動は、枚方市 NPO 活動応援基金の補助事業として実施します。 

また、新年度におきましても同様に当該補助金による実施を予定していま

す。 

☆第１２４回ＯＢＧ練習ラウンド（武庫ノ台ゴルフコース） 

◇とき：３月２０日（水） 

◇受付：各自ゴルフ場のフロントでお名前を言って受付を済ませてくださ

い。 

本コースでのプレーが初めての方は、障害者手帳を必ず提示して下さい。  

◇集合：９時４０分（時間厳守 フロント横の階段を降りたソファー前） 

パートナーとプレーヤーは早めに組合せ相手を確認して、一緒に行動して

ください 

◇電車案内：ＪＲ道場駅着（９時５分着以外は大阪駅からの直通） 

８時２１分、８時２５分、８時３７分、８時５３分、９時５分（東西線か

らの直通）、9 時 22分  

ＪＲ道場駅は普通電車のみが停車します。快速は停車しませんので、ご注

意をお願いします。 

電車に合わせてゴルフ場のシャトルバスが運行されています。定員は９人

のため、ピストン運転となります。なるべく電車は分散してお越しくださ

い。（ゴルフ場まで５分程度） 

◇スタート： 午前１０時１６分 １組～４組ＯＵＴ、５組～７組ＩＮコ

ーススタート 



◇プレー費： 8,300円（カート、プレーヤーの昼食代を含む。割引券利

用により 1,000円引き適用済み。） 

パートナーの昼食代金はプレーヤーのカードに請求されるため、代金はプ

レーヤーにお支払いください。 

プレー終了後、各自でプレー費の精算をお願いします。 

◇プレー終了後は、自由解散です。 

◇組み合わせ表の★印の方は、それぞれその組のエチケットリーダーです。 

 エチケットリーダーは、その組全体がスロープレーにならないよう進行

管理とスコア管理をお願いいたします。 

また、タイム管理のため次の記録をお願いいたします。 

アウト、インのスタートで最初にティーショットを打った時刻を開始時刻

として、最後のホールで最後にホールアウトした時刻を終了時刻として、ラ

ウンド所要時間記録表に記録してください。 

 組合せスタート順等は当日変更になる場合があります。 

 集合場所でご確認をお願いします。 

＜組み合わせ＞ 

今回のラウンドでは、ＯＢＧメンバー以外の方４人にボランティアとしご

協力をいただき、開催できることになりました。ご協力に感謝申し上げす。 

ＯＵＴ（１０時１６分スタート） 

１組 樫原 隆（★大迫 務）  橋本 富雄（向井明美） 

２組 藤本 くにゑ（湯上 忠行） 岡  利衣子（★鎌田 修） 

３組加藤 善史郎（★上地 勉） 村田 雅男（★中村 健吾）  

４組青田 和代（★松田 直樹） 曽余田兼代（内藤 光司） 

ＩＮ（１０時１６分スタート） 

５組 伊藤 米市（★丸谷 譲） 平井 啓一（寺澤孝義） 

 ６組 上坂 喜幸（田中 延忠） 竹田 武夫（★原田 義一） 

７組 田川 里香（★阪崎 秀雄） 坂本 信雄（坂本 葉子） 

◇スイング中のプレーヤーより前には絶対に出ないでください。球が真横

に飛んで来ることが有って、とても危険です。 

◇昼食後のスタートは、お早めにスタンバイしてください。 

◇スコアは自分自身でも数えてパートナーさんと確認し合ってください。 

 スコアは１Ｈ毎にエチケットリーダーに申告確認してください。 

 更に９Ｈ終了毎に再確認してください。 

◇エチケットリーダーは、終了後スコアカードとラウンド所要時間記録表

を、朝の集合場所で待機しているＯＢＧ事務局スタッフまで提出して下さ

い。 



《プレイパートナー及び役員へのお願い》 

当日は、謝金等の受領印をいただきたく、はんこのご持参をお願いいたし

ます。 

☆新ゴルフルールのポイント（2019 年 1月）の紹介 

趣旨 

取り組み易さ、分かり易さに配慮して、プレーヤーの責任を明確にするこ

とと、スロープレー防止が目的として改正された。 

①コースを構成するエリアの名称 

「ティーインググラウンド」→『ティーイングエリア』 

「スルーザグリーン」→『ジェネラルエリア』 

「ウォーターハザード」→『ペナルティーエリア』 

『バンカー』 変更なし 

『パッティンググリーン』 変更なし 

の５つのエリアがゴルフ場を構成する名称となる。 

黄杭 ウォーターハザード→イエロー ペナルティーエリア 

赤杭 ラテラル・ウォーターハザード→レッド ペナルティーエリア  

②レディーゴルフの導入 

ホールから遠い人から打つという原則は変わらないものの、本来打つべき

人が打つ準備ができていない時に、順番が後の人でも準備ができていれば先

に打つことができる。 

ただし、危険防止のため、ホールに近い人が先に打つ場合、必ず声掛けが

必要である。 

③一つのショットにかける推奨時間の規定 

 打つ順番がきたら、40秒以内に完結しなければならない。 

④距離計測機器の使用ができる。 

 ただし、傾きなどプレーに影響する他の機能は使用できない。 

⑤球の捜索時間が３分に短縮（これまでは 5分） 

⑥プレーヤーがスタンスをとった後にキャデーが後ろに立つことを禁止（2

打罰） 

 →（ＯＢＧ特別ルールあり） 

⑦球を２度打ちをしても無罰 

 また、偶然にプレーヤー自身に当たってしまったり、自分のキャディー

や用具に当たってしまっても同様に無罰 

⑧罰の有無に関わらず救済を受けるときは、いつでも球を取り替えること

ができる。 

⑨球が落下の衝撃により、地面に食い込んだ場合、対象エリアがジェネラ



ルエリアに範囲が広がり、ラフでも救済を受けられることになった。 

⑩球のドロップは膝の高さから落とすこととなった。 

⑪バンカーのルースインペディメント（石ころや木の葉など）を取り除く

ことができる。 

⑫バンカーで２罰打を加えたら、バンカー外において球とホールを結ぶ線

上でそのバンカーの後方にドロップすることができる。（追加規定） 

 →（ＯＢＧ特別ルールあり） 

⑬ペナルティーエリアは、水だけでなくブッシュや崖、球を見つけること

や打つことが困難な雑木林などを１打の罰で設定することができる。 

⑭ペナルティーエリアではクラブをソールできる。 

⑮旗竿を立てたままパットすることができる。 

⑯パッティンググリーン上のプレーの線に触れただけでは無罰 

 ただし、改善をしたという事実があれば 2打罰となる。 

⑰パッティンググリーン上の損傷箇所を修復できる。 

 パッティンググリーンの傷（人、動物、乗り物などによってつけられた

もの）を修復することができる。例えば、プレーの線上にあるスパイクマー

ク 

 ただし、自然に窪んでいるところを平にすることはできない。 

⑱救済エリアを計測するクラブ 

１クラブレングスや２クラブレングスの救済エリアを計測する場合に使用

するクラブは、プレーヤーがそのラウンドのために持ち歩いている最も長い

クラブで行う。 

⑲球を動かしたことの罰の免除 

○球を捜している時に自分の球を動かした場合 

○パッティンググリーン上で偶然に球を動かした場合 

○規則に基づいて球をマークする、拾い上げる、リプレースするときに球

を動かしてしまった場合 

 

☆ＯＢＧ特別ルールの見直しについて 

２０１９年１月にゴルフルールが大幅に改定されたことから、ＯＢＧの特

別ルールについても新たに検討を加えてまいりました。 

下記にその特別ルール案を記載しますので、みなさまのご意見をお願い申

し上げます。 

◆特別ルール（案） 

①ジェネラルエリアでは、６インチ以内の箇所にプレースすることができ

る。 



②パーの２倍でグリーンオンしなかった場合はピックアップし、グリーン

上のワンピンの箇所からパットすること。 

③パットはワングリップ又は３パットでＯＫとする。ＯＫの時はプラス１

すること。 

④バンカーではソールできる。 

⑤ジェネラルエリアやバンカーにおいてアンプレアブルを宣言した場合は

１打罰でホールに近づかない任意の箇所にプレースできる。 

⑥ＯＢやロスト球の場合は、球が白杭ラインを横切った箇所、球を紛失し

たと思われる箇所から２打罰でホールに近づかない任意の箇所にプレースで

きる。 

ただし、ＯＢの場合においてローカルルールでプレイング４などの設定が

ある場合はそのルールに従うものとする。 

⑦プレーパートナーはショット、パットのライン上に立つことができる。 

☆第１５回ブラインゴルファーズ競技大会へのエントリーについて 

とき：４月１７日（水） 

会場：武庫ノ台ゴルフコース 

エントリー締め切り：３月 25日（月） 

ＯＢＧでは、くずはゴルフ場工事に伴い、引き続き本大会を武庫ノ台ゴル

フコースで開催するにあたり、会員みなさまのご参加をお待ち申し上げま

す。 

ＪＲ京橋駅から約６０分、自動車では、新名神を利用して枚方から６０分

程度の道のりとなります。 

電車でお越しの方は、ＪＲ道場駅（三田駅の一駅手前）から電車に合わせ

てシャトルバスが運行されています。 

ゴルフ場は、山岳コースとなりますが、とっても美しい静かな場所にあ

り、ゴルフらしいゴルフが楽しめるコースとなっています。 

サービスや施設もととのっており、快適なゴルフを楽しむことができま

す。 

カートは５人乗りで障害者はボランティアを加えて２組のプレーとなりま

す。カートはカート専用道路を走行し、フェアウエーには入ることはできま

せん。 

また、打球練習場やパター練習場も整っています。 

プレーパートナーのみなさまにおかれましても、ご協力のほどどうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

☆エントリー等申込先 

メールができる方は、エントリー整理の都合上、また、受付漏れを防止す



るため、できるだけ下記のメールアドレスをご利用ください。 

◆メールでのエントリー 

メールアドレス： obg-round@freeml.com 

◆電話でのエントリー 

阪崎理事へ！ 

◆電話：  080-1483-2239 

◇ ご意見、問い合わせ及び新規加入希望者の紹介等は平井理事まで。 

 メールアドレス：cocokei@live.jp 

 電話：090-2101-8960 

☆当面の予定 

◆４月３日（水）2019年度第 1回理事会 

◆4月 17日（水）第１５回ブラインドゴルファーズ競技大会 武庫ノ台ゴ

ルフコース 

◆5月 15日（水） 第 125 回ＯＢＧ練習ラウンド 武庫ノ台ゴルフコース 

◆５月２８日(火）通常爽快 １０時～ 情文４Ｆ401号室 

◆6月 5日（水）第１６回ボランティア会員親睦ゴルフ大会 牧野パーク

ゴルフ場 

◆6月 19日（水） 第１２６回ＯＢＧ練習ラウンド 武庫ノ台ゴルフコース 

以上 

 


