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大阪視覚障害ゴルファーズ協会 編集部 

２０２０年３月発行 Ｎｏ．４２ 

（令和２年）

ＯＢＧかわらばん  

 
皆様にとって２０１９年度は、どんな一年でしたでしょうか。 
今回もＯＢＧの一年を振り返る「かわらばん№４２」を作成しましたので、 
ご一読いただければ幸いです。 
 
◆点字毎日◆ 
 
２０１９年１２月５日掲載 
大阪視覚障害者親睦ゴルフ 
二人三脚で楽しむ ～コースや距離を聞きプレー～ 
 
大阪視覚障害ゴルファーズ協会（橋本富雄会長）主催の「第１５回記念 

大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会」が先月１４日、枚方市の「くずはゴルフ 
リンクス」で開かれた。 
大会には視覚障害者３０人、晴眼者７３人（プレイヤー込み）の計１０３人
が参加した。 
視覚障害選手と晴眼の選手が混じり合った２４組に分かれた。１８ホールを
１～９と１０～１８に分け、１２組ずつが交互に回った。視覚障害選手は 
プレーパートナーからコースの状況や残り距離などの情報をもらいながら 
プレーした。長野県など遠方からも参加者があった。 
福岡県の高松久さん（６４、弱視）は「福岡のゴルフ場は山が近くて狭く 
感じる。大阪のこのコースは河川敷にあるので、思いっ切り打てて気持ち 
いい」と話した。 
全盲、弱視、晴眼の部でそれぞれ順位を決め、「全盲」は大阪の坂本信雄さん
（６９）、「弱視」は福岡の吉田明仁さん（６５）が制した。 
坂本さんは「パターでホールに球が入った時の『カコン』という音が好き。
連覇を狙いたい」と意欲を語った。 
【澤田建】 
 
 



2 

 

◆第１６回通常総会の報告◆ 
 
特定非営利活動法人大阪視覚障害ゴルファーズ協会 
 
開催日時：令和元年５月２８日（火）午前１０時～午前１２時 
開催場所：日本ライトハウス情報文化センター ４０１号室 
現在の正会員数：８３名（ブラインド会員３１名、ボランティア会員５２名） 
出席した正会員数：５３名（委任出席者３６名を含む） 
 
【議長の選任】鎌田 修が満場一致で選任された。 
 
【議事録署名人の選任】曽余田 兼代と河村 宗治が議事録署名人に選任 
された。 
 
【審議事案及び議決事案】 
 第１号議案 平成３０年度事業報告書 
 第２号議案 平成３０年度活動計算書 
 第３号議案 平成３０年度貸借対照表 
 第４号議案 平成３０年度財産目録 
       平成３０年度事業及び決算監査報告 
 第５号議案 ２０１９年度事業計画書(案) 
 第６号議案 ２０１９年度活動予算書(案) 
 その他事案 役員の辞任 
 
【その他報告事項】 
（１）  第１５回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会開催 
（２）  枚方市 NPO活動応援基金補助事業補助金交付決定 
 
【議事の経過概要及びその結果】 
第１号議案から第４号議案について、予め全員に配付されている議案書に 
ついて、担当理事から説明があった。 
 
次に大迫監事から事業状況及び決算について綿密かつ詳細に監査したところ 
全て適正、かつ正確に処理されていたことを確認したとの報告があった。 
 
議長は審議を求めた後、承認を図ったところ全員異議なく第１号議案 
第２号議案、第３号議案及び第４号議案は承認された。 
 
第５号議案及び第６号議案について、予め全員に配付されている議案書に 
ついて、担当理事から説明があった。 
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議長は審議を求めた後、承認を図ったところ全員異議なく第５号議案及び 
第６号議案は承認された。 
 
次に、橋本会長から平井理事の辞任について報告があった。 
 
続いて、その他報告事項について、上山理事が説明した。 
 
議長は、以上をもって特定非営利活動法人大阪視覚障害ゴルファーズ協会 
第１６回通常総会の全ての議案審議を終了した旨を述べ、閉会を宣した。 
 
【議事録の保管】 
議長及び議事録署名人２名が記名押印して、議事録を事務担当理事にて保管
する。 
 
 
 
◆２０１９年度 各大会の報告◆ 
 
☆第１５回ブラインドゴルファー競技大会 
実施日：２０１９年４月１７日（水） 
場所：武庫ノ台ゴルフコース 
参加人数：３７名（全盲３名、弱視１４名、ボランティア２０名） 
         ※ボランティアの内１名はプレーヤーとして参加 
 
【上位入賞者】 
※数字は左からアウト、イン、グロス、ハンディ、ネット 
（ダブルペリア方式） 
 
＜全盲クラス＞ 
優勝  曽余田 兼代 ７０ ５６ １２６ ４２．０ ８４．０ 
準優勝 坂本 信雄  ７０ ７１ １４１ ５２．８ ８８．２ 
第３位 木本 敏博  ７８ ７８ １５６ ６２．４ ９３．６ 
＜弱視クラス＞ 
優勝  竹田 武夫 ５７ ５８ １１５ ３６．０ ７９．０ 
準優勝 上坂 喜幸 ６２ ５９ １２１ ４２．０ ７９．０ 
第３位 橋本 富雄 ６６ ６１ １２７ ４４．４ ８２．６ 
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☆第１６回ボランティア会員親睦ゴルフ大会 
実施日：２０１９年６月５日（水） 
場所：牧野パークゴルフ場 
参加人数：１５名 
 
【上位入賞者】 
※数字は左からアウト、イン、グロス、ハンディ、ネット 
（ダブルペリア方式） 
 
優勝  田中 能文 ３６ ３６ ７２  ２．４ ６９．６ 
準優勝 丸谷 譲  ４７ ４４ ９１ １６．８ ７４．２ 
第３位 上地 勉  ５１ ４４ ９５ ２０．４ ７４．６ 
 
～～見事なパープレイで優勝されました田中能文さんが、そのパープレイを
振り返ってコメントを書いて下さいましたので、ご紹介します。～～ 
 
テーマ：ボランティア会員親睦ゴルフ大会（牧野パークゴルフ）での 
パープレイを数字に分解・分析して、ゴルフ練習の課題を発見する！ 
 
＜数値でパープレイを振り返る＞ 
パープレイを数字で言うと、パー７２のコースを打数７２でラウンドした。 
これをパープレイと呼んでいる。 
いくつかの観点で打数７２を分解すると何をしていたかが見えてきます。 
・ショット数とパット数  ショット数＝４６  パット数＝２６ 
・ＯＢは０  バンカーには１回入った（バンカーからの寄せワンでパー） 
・パットの規定値（標準）を３６（２パット×１８ホール）とすると、 
今回のラウンドは２６－３６＝マイナス１０ 
パットだけだと、１０アンダーということです。（寄せワンの数が１０回と 
いうこと） 
・ショット数が４６ということは、規定値が３６なので、４６－３６＝１０  
１０オーバー １０回はミスをしているが、これを寄せワンでしのいで 
パーを取っているということです。 
・パーオン率 
１８ホールの内７回 パーオン率は約４０％ 
１０回打って４回パーオンしているということです。これは良い数字かも 
しれませんが、１８ホールで１１回はパーオンしていない。 
１１回の内何回寄せワンが取れたか？これをリカバリー率といいますが、 
１１回の内１０回１パットなのでリカバリー率は９０％、これは良い数字 
ですが、出来すぎです。 
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＜ここまでをまとめると＞ 
☆ＯＢを打たない。 
☆バンカーを徹底して避ける。 
☆すべてのホールでパーオンはできない、その時は寄せワンでパーを拾う。 
☆寄せワンのパットの距離は２ｍまで寄せて、残り距離２ｍを入れて 
しのいでいく。 
 
＜何を心がけるか あるいは練習すればいいか＞ 
①距離は欲張らず、まっすぐなティーショットをして、ＯＢを打たないよう
にする。 
②バンカーは徹底して避ける。 
③バンカーに入ったら１回で出す。（とにかく脱出する） 
④グリーン周りから１ピン＝２ｍくらいに寄せるようにする。 
⑤２ｍのパットを入れる。（傾斜を読む、正確に距離を打つ） 
これでパープレイができるわけではありませんが、スコアの改善には 
つながると思います。 
 
＜プレーヤーとプレーパートナーの役割分担＞ 
ＯＢＧでのゴルフは、プレーヤーとプレーパートナーが上記の①～⑤に対し
て、役割分担をすることになります。 
そこを踏まえて、役割分担を考えてみます。 
① ＯＢを打たない。 
・距離を欲張らない（プレーヤーの心の課題、飛ばしたいのは止む無し 
ですが、抑えることが必要） 
プレーパートナーの課題は、何ヤード先に障害物があって、どのくらいの 
距離を打てば良いか、距離を事前に把握する観察力とそれを踏まえたクラブ
選択のアドバイスが必要。 
・まっすぐ打つ。 
これはスイングの軸をどこに求めるかというプレーヤーの技術の課題。 
私のイメージでは腰の位置にクラブが下りてきて、振り切るまで左の 
股関節を回転の中心にして振り切る。 
（手首や腕などでクラブを操作するのは極力少なくしたい） 
結果として、ＯＢが減ると思っています。（右打ちを前提にしています） 
②バンカーを避ける。 
これはプレーパートナーのコースの観察力と打つ方向のプレーヤーとの 
合意が必要。 
・プレーヤーの距離（実力）やボールの曲がり方（傾向）を勘案して、 
絶対バンカーに入れない。方向と距離を決めて、プレーヤーと合意する。 
（決定はプレーヤーの意思を尊重する） 
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③それでもバンカーに入る。 
ここはプレーヤーのバンカーの練習量が課題。 
・バンカーショットは残り距離の２～３倍を打つという距離感の理解が必要。 
ボールは左足前 わざとボールの手前をダフって打つための準備がボールの 
位置になる。 
スイングはクラブヘッドを高くして、振りぬく。スイングをインパクトで 
弱めない。 
クラブでボールをすくわない。上からクラブヘッドを落して、ボールを出す。 
とにかく１回で脱出させる。距離の長いバンカーでも、グリーン周りでも 
まずは１回での脱出を目標にして、バンカーの練習をする。 
（枚方カントリーでのバンカー練習は必要だと思います。） 
④寄せワン 
・２ｍ以内に寄せる。アプローチショットはフルショットではないので、 
小さいスイングの練習が必要。ボールが空中を飛んでいる距離（キャリー）
と落ちてから転がる（ラン）の比率をクラブ別に知っておく必要がある。 
ＰＷだと３（ピッチ）：７（ラン）とかＡＷ（ロフト５２度）だと６：４とか、
ＳＷ（ロフト５８度）だと８：２とか、これは自分のクラブのロフト、 
ボールのスピン量（ボールの特性）、グリーンの傾斜（上り下り）、芝の種類
（ベントと高麗では転がりが違う）によって複雑に違うので、プレーヤーの 
得意なクラブのロフトの理解（プレーパートナー）、残りの距離、傾斜、など 
状況の理解（プレーパートナー）などの共同作業 ここは練習量との 
兼ね合い、経験値の量もあって難しい課題。 
練習環境、グリーンの読み、プレーヤーのスイングや得意クラブの理解など
が課題。 
⑤２ｍのパットを入れる。 
・２ｍをまっすぐ打つ。家のパターマットで練習するのが一番ですが、 
毎日３０分でも練習できる環境、付き合ってくれる人が必要。 
打ちたい距離と実際に打った距離のギャップを沢山ボールを打って距離を 
合わせる作業。 
ギャップを埋めるためのフィードバックが重要ですが、家でのパター練習 
は協力者が必要。 
 
＜まとめ＞ 
・打数を１つでも少なくするための課題や練習などになってしまいました。 
パープレイは、私もゴルフを始めて２回だけです。練習したご褒美を 
もらったということでしょう。 
・テーマを決めて、ひたすら体にしみこむまで練習する。なぜか？ 
ゴルフという競技が好きだからでしょうね。 
プレーヤーとプレーパートナーの協業の中でしか、スコアは作れないので、 
プレーヤーの力量やスイングの傾向をプレーパートナーが理解して、 
１００％プレーヤーの実力が出せるように出来たらいいなと思っています。 
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・スコアの目標はそれぞれのプレーヤーによって違うと思いますので、 
１打でも少なくラウンドできるように、支援が継続できたらと思っています。 
・パープレイはもうないかもしれません。整理の良い機会をいただきました。 
ありがとうございます。 
不明点も多いと思います。練習会の時にでも、声をかけてください。 
 
～～パープレイなんて、本当にすごいですね！ 
私にとっては夢のようなお話ですが、スコア改善に向けて意識すべき事や、
これからの練習課題などを具体的に書いていただきとても参考になりました。 
田中さん、ありがとうございました！～～ 
 
☆第１５回記念大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 
実施日：２０１９年１１月１４日（木） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：１０７名（全盲９名、弱視２１名、一般４３名、 

ボランティア３４名） 
 
【上位入賞者】 
※数字は左からアウト、イン、グロス、ハンディ、ネット 
（ダブルペリア方式） 
 
＜全盲クラス＞ 
優勝  坂本 信雄（ＯＢＧ）６３ ６２ １２５ ４９．２６ ７５．７４ 
準優勝 黒木 弘文（宮崎県）６１ ５８ １１９ ４３．２０ ７５．８０ 
第３位 光沢 毅（長野県） ５９ ５９ １１８ ３６．００ ８２．００ 
＜弱視クラス＞ 
優勝   吉田 明仁（福岡県）６４ ５４ １１８ ４３．２０ ７４．８０  
準優勝 西村 藤勝（ＯＢＧ）５３ ５６ １０９ ３１．２０ ７７．８０ 
第３位 竹田 武夫（ＯＢＧ）５５ ５７ １１２ ３２．４０ ７９．６０ 
＜一般クラス＞ 
優勝   高橋 克典 ４４ ４０ ８４ １３．２０ ７０．８０ 
準優勝 松村 翔   ３８ ４４ ８２ １０．８０ ７１．２０ 
第３位 木村 昌彦 ４０ ３９ ７９   ７．２０ ７１．８０ 
 
～～全盲クラスで優勝されました坂本信雄さんのコメントを紹介します。～～ 
令和元年１１月１４日 第１５回記念の親睦ゴルフ大会で初優勝させて 
いただきました坂本です。 
私がＯＢＧに入会させていただいたのは、５７の時でした。 
小学校６年生の時に全盲になりました。野球の中継はテレビで観たことが 
有りますが、ゴルフに関しては見た事も触れた事も全く有りませんでした。 
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そんなゼロからの私を優しく指導して下さいました多くのボランティアの 
皆さんのおかげでまさかまさかの優勝にたどり着く事ができました。 
また、ゴルフのゴの字も知らないままサポートしてくれた妻にも感謝です。 
今年も、ゴルフのシーズンが近づいてきました。 
いらいらせずニコニコプレーが出来るようにお互い励んでいきましょう。 
最後に、橋本会長はじめ役員の皆様、お世話いただきありがとうございます。 
今後共よろしくお願い致します。 
 
～～坂本さん、初優勝おめでとうございました！ 
いつもご夫婦で仲良くゴルフをされている姿は、本当に羨ましい限りです。 
坂本さんが書かれていた通り、調子が悪い時もイライラせずにニコニコ 
プレーができたらいいですね。～～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆練習ラウンドの成績◆ 
※練習ラウンドの成績はアウト、イン、グロスで、上位３名の報告とします。 
 
◎第１２５回練習ラウンド 
実施日：２０１９年５月１５日（水） 
場所：武庫ノ台ゴルフコース 
参加人数：３３名（全盲２名、弱視１４名、ボランティア１７名） 
 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ６７ ６０ １２７ 
坂本 信雄  ７９ ７４ １５３ 
＜弱視クラス＞ 
岡 利衣子  ６５ ５５ １２０ 
石川 春男  ６０ ６１ １２１ 
竹田 武夫  ６０ ６３ １２３ 
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◎第１２６回練習ラウンド 
実施日：２０１９年６月１９日（水） 
場所：武庫ノ台ゴルフコース 
参加人数：２７名（全盲２名、弱視１２名、ボランティア１３名） 
 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ６８ ６０ １２８ 
坂本 信雄  ６８ ６９ １３７ 
＜弱視クラス＞ 
上坂 喜幸  ５５ ６３ １１８ 
橋本 富雄  ５９ ６４ １２３ 
山地 伸幸  ５９ ６５ １２４ 
 
◎第１２７回練習ラウンド 
実施日：２０１９年９月１８日（水） 
場所：武庫ノ台ゴルフコース 
参加人数：２９名（全盲２名、弱視１２名、ボランティア１５名） 
 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ５９ ６０ １１９ 
坂本 信雄  ７７ ８８ １６５ 
＜弱視クラス＞ 
平井 啓一  ５５ ５８ １１３ 
上坂 喜幸  ６２ ５６ １１８ 
伊藤 米市  ５９ ６３ １２２ 
 
◎第１２８回練習ラウンド 
実施日：２０１９年１０月９日（水） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：４２名（全盲５名、弱視１６名、ボランティア２１名） 
 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ６２ ６４ １２６ 
坂本 信雄  ６９ ６１ １３０ 
木本 俊博  ７２ ５９ １３１ 
＜弱視クラス＞ 
竹田 武夫  ５５ ５１ １０６ 
橋本 富雄  ５６ ５３ １０９ 
上坂 喜幸  ５５ ６１ １１６ 
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◎第１２９回練習ラウンド 
２０２０年３月２５日（水）にくずはゴルフリンクスにて実施予定でしたが、 
新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました。 
※個人的に参加を希望した会員のみでラウンドしました。 
 
 
◆２０１９年ブラインドゴルフ親善大会 in九州◆ 
 
５月２０日（月）に、福岡県宮若市の若宮ゴルフ場で  
行われた上記大会にＯＢＧから６名のプレーヤーが 
参加しました。 
当日のスタート時には晴れ模様だったお天気が 
後半には雨が降り出し、悪天候の中でのプレーと 
なったようです。 
そんな中、全盲部門で坂本信雄さんが見事に準優勝を獲得されました。 
坂本さん、おめでとうございました！！ 
 
◆ＯＢＧ忘年会◆ 
 
日時：２０２０年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） 
参加人数：３０名 
 
～～「がんこ 枚方店」にて開催された今年度の忘年会は、新しい試みと 
して、曲名当てゲームや大抽選会、そしてジャンケン大会などを行いました。 
歌詞を聞いてその曲名を当てる曲名当てゲームでは、メロディが無いと 
なかなか曲名が出てこずサビの部分まで突入したり、 
すぐに「あの曲だ！」とわかったり、意外な人が意外な曲を当てたり、 
とても盛り上がりましたね♪ 
大抽選会では、色々な賞品が用意されていましたが、自分のクジ番号が 
呼ばれると、喜びの歓声が聞こえてきました。 
残念ながら今回当たらなかった皆さんは、次の機会にチャレンジして 
くださいね！ 
最後のジャンケン大会ではみんな１００円を握りしめての挑戦となりました。 
人数がどんどん減っていく中で、最後まで勝ち残ったのは、 
さて誰だったのでしょう？？ かなりの強運の持ち主ですよね。 
原田さん、おめでとうございました！！ 
参加いただいた皆さんのおかげで、とてもにぎやかで楽しい忘年会となりま
した。 
来年度も皆さんのご参加をお待ちしています。～～ 
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～～ここからは、田川里香さんがタンデム自転車の体験について寄稿して 
くれましたので、ご紹介します。 
タンデム自転車とは、複数のサドルとペダルが前後に並んでいて、同時に 
複数人で乗ることができる自転車です。二人乗りの場合は、前に乗る人を 
パイロット、後ろに乗る人をストウカーと呼ぶそうです！～～ 
 
 ゴルフを始めてから体が固かったり運動不足だったりするので、体力作りを 
始めました。最初はヨガ、ピラティス、プール。 
プールといっても今は歩いてるだけだけど腰痛がマシになったかも? 
一昨年からタンデム自転車に乗せてもらい、盲導犬もいるので長い時間は 
走れなかったですが、台湾サイクリングツアーがあったので去年の秋に 
行ってきました。 
台湾では歩道側の１車線が自転車と原付バイクの道になっていてとても 
走りやすかったです。高速道路の下もサイクリングロードになっていて 
横断歩道の信号もあり、その信号がとても可愛く赤信号の間で男の子が 
女の子にプロポーズしているんです! 
青になると２人で手をつないで歩き始めました。思わず見とれてしまいます。 
どこの信号もそうなっていたわけでは無いけどパラパラあったので大きな 
交差点が長い間プロポーズをしてたななんて、台湾の街並みを眺め台湾の 
人たちの日常生活を感じながら南の方をぐるりと１００キロメートル走って 
きました。 
日本でも公道を走れる都道府県がたくさん増えてきています。 
自転車が乗れなくなって８年位かな? 
久しぶりに思いっきりこげる爽快感はたまりません! もも、お尻の筋肉 
すごく動かせるのでゴルフにいかせられたらなと思います★ 
３月は宮崎を走る予定です。            
 
～～風を切って異国の地を自転車で走れるなんて、とても気持ちが 
良さそうですね。 
しかも足腰を鍛えることもできてゴルフにも良いとなると一石二鳥！ 
素晴らしい趣味ですね。国内では現在二人乗りのタンデム自転車は大阪府、
京都府、兵庫県など２４府県で公道の走行が認められているようです。 
皆さんも機会があればチャレンジしてみませんか！ 
田川さん、ありがとうございました。～～ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

走行の写真は本人

ではありません 
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◆編集後記◆ 
皆様、こんにちは♪♪ 
「かわらばん№４２」の編集を担当させていただきました曽余田です。 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
 
今回は、会員の中から３名の方々にコメントを寄せていただきました。 
田中能文さん、坂本信雄さん、田川里香さん、 
ご協力いただき、ありがとうございました！ 
 
また、ワードの編集作業は、鎌田さんが担当して下さいました。 
鎌田さん、お疲れさまでした。 
 
来年度の「かわらばん」も充実した内容でお届けできればと思っています。 
会員の皆様にもご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願い致します。 
 
                             《完》 
 
～ＮＰＯ法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会～ 
私たちは、視覚障害者とそれを支援するボランティアパートナーが二人三脚
でブラインドゴルフに挑戦し、相互の友情と信頼を深めつつ、視覚障害者に
対する正しい理解を社会に広め、視覚障害者の自立、社会参加、ＱＯＬ 
（生活の質）の向上に寄与することを目的としています。 
 
事務局 〒５３６－０００８  
大阪市城東区関目２－９－１８（橋本方） 
     電話：０９０－４３０３－３３８０ 
     E-mail：info-obg@googlegroups.com 
ホームページ：https://obg9zh15tk.wixsite.com/mysite/ 
 
 
◆新型コロナウイルス感染予防のために◆ 

 
 

 


