
ＯＢＧれんらくレター№２０８（２０２１年３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１３５回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

２.第１３６回練習ラウンドのお知らせ 

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、ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

また、練習ラウンドにご参加の際には、以下の注意事項を十分に確認いただけますよう、 

よろしくお願い致します。 

『注意事項』 

①体調が優れない方、体温が３７.５℃以上の方は参加を取りやめてください。 

また体調に異変を感じた場合はすぐにプレーを中断してください。 

②マスクを着用してください。マスクを外した場合は出来るだけ会話を避けてください。 

③受付をする際は、出来るだけ密集せず人との距離をとってください。 

また、必要な時以外は同伴者とも適当な距離をとってください。 

④ボール洗い器は使わないようにしてください。 

⑤バンカーショット後はレーキを使わず、足などで均してください。 

⑥グリーンでは、ピンに触れずワングリップ OK としてください。 

⑦昼食の前には手洗いをしっかり行ってください。 

⑧食事中はなるべく会話は避け、必要であればマスクをしてから会話してください。 

２０２０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１３５回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

 日時：２０２１年３月１８日（木） 午前８時１５分～受付開始 

 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：７,２００円（プレー費＋参加費） 

 （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：スタート時刻の１０分前にはティーイングエリア付近で待機してください。 

    （全員揃っての集合は致しません。） 

 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 ●今西 誠一（今西 幸子/丸谷 譲） 竹田 武夫（太田 雅亮） 

 樫原 隆（★田中 能文） 

２組 ●木本 敏博（木本 多江子/★原田 義一） 村田 雅男（中村 健吾） 

橋本 富雄（鎌田 修） 

３組 ●曽余田 兼代（★上地 勉/前川 喜美恵） 田川 里香（吉田 美紀） 

平井 啓一（寺澤 孝義） 

 



４組 ●坂本 信雄（坂本 葉子/田保 香織） 西村 藤勝（海渡 美智子） 

   伊藤 米市（★田保 栄三） 

５組 上坂 喜幸（山西 保夫） 徳原 貞夫（★中村 和歳） 

 藤本 くにゑ（中村 邦子） 

※組み合わせ表の●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。 

※組み合わせ、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、 

些少ながら旅費をお渡ししています。 

その都度受領印をいただくことになっていますので、お手数ではございますが、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１３６回練習ラウンドのお知らせ 

 日時：２０２１年４月１５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：７,２００円（プレー費＋参加費） 

 申込締切：２０２１年３月２０日（土） 

☆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 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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 

◆４月１５日（木）第１３６回練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆５月１９日（水）第１７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 

◆６月２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 

◆６月１６日（水）第１３７回練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

以上です。 



ＯＢＧれんらくレター№２０７（２０２１年２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、 

１.２月の練習会について 

２.第１３５回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

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。 

２０２０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。 

１.２月の練習会について 

◎４日（木）、１８日（木）は中止とさせていただきます。 

◎２４日（水）は実施予定ですが、緊急事態宣言や感染拡大の状況等により 

中止となる場合もございます。 

２.第１３５回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

 日時：２０２１年３月１８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：７,２００円（プレー費＋参加費） 

 申込締切：２０２１年２月２０日（土） 

◎上記の練習ラウンドは実施予定ですが、緊急事態宣言や感染拡大の状況等により 

中止となる場合もございます。 

☆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 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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 

◆３月１８日（木）第１３５回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆４月１５日（木）第１３６回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆５月１９日（水）第１７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 

◆６月２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 

◆６月１６日（水）第１３７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№２０６（２０２０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.研修会（ショートコースでの練習ラウンド）のご案内 

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、１月のれんらくレターはお休みとさせていただきます。 

※ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

また、練習ラウンドにご参加の際には、以下の注意事項を十分に確認いただけますよう、 

よろしくお願い致します。 

『注意事項』 

①体調が優れない方、体温が３７.５℃以上の方は参加を取りやめてください。 

また体調に異変を感じた場合はすぐにプレーを中断してください。 

②マスクを着用してください。マスクを外した場合は出来るだけ会話を避けてください。 

③受付をする際は、出来るだけ密集せず人との距離をとってください。 

また、必要な時以外は同伴者とも適当な距離をとってください。 

④ボール洗い器は使わないようにしてください。 

⑤バンカーショット後はレーキを使わず、足などで均してください。 

⑥グリーンでは、ピンに触れずワングリップ OK としてください。 

⑦昼食の前には手洗いをしっかり行ってください。 

⑧食事中はなるべく会話は避け、必要であればマスクをしてから会話してください。 

２０２０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.研修会（ショートコースでの練習ラウンド）のご案内 

 日時：２０２０年１２月３日（木） 午前１０時スタート 

 場所：枚方カントリー ゴルフアベニューショートコース 

    （ＯＵＴ１Ｈ～９Ｈ 丘陵コース） 

 受付：３階フロント前 午前９時３０分まで（時間厳守でお願いします。） 

 参加費：２,０００円（プレー費＋参加費） 

＜組み合わせ＞ ＯＵＴスタート １０時 

１組 ●鄭 登美子（★藤岡 俊久） 橋本 富雄（向井 あけみ） 

２組 藤本 くにゑ（富田 恭平） 福園 多恵子（★原田 義一） 

３組 ●曽余田 兼代（前川 喜美恵） 青田 和代（★阪崎 秀雄） 

４組 伊藤 米市（上山 隆義） 桂 文子（★丸谷 譲） 

５組 ●今西 誠一（今西 幸子） 上坂 喜幸（★内堀 昇吉） 

●印の方は、全盲プレーヤーです。 

★印の方は、エチケットリーダーです。 

◎長尾駅からのバスについて 

 ８時台１４分、４６分 ９時台０７分（遅くてもこのバスにご乗車ください。） 

※上記の時間帯のバス停は多田長尾駅前ビル関西みらい銀行長尾支店前です。 

いつもと違う乗り場ですので、ご注意ください！ 

 

◎ホールごとのヤーデージ 

 １番１１３、２番１１０、３番９０、４番７７、５番７４、６番１０７、 

 ７番１４８、８番８２、９番８６ 

※安全確保に留意しながら使用クラブを選択してください。 

※４番ホールグリーン奥はテニスコートや駐車場がありネットを越えると危険です。 

 



絶対に越えないクラブを使用してください。 

◎その他 

 ロッカーや貸クラブを使用することができます。 

 ロッカー代１００円、貸バッグ２５０円（数量限定） 

◎午後の練習会について 

 通常通り午後からは練習会を行います。 

２.来年１月以降の活動スケジュール（予定）のご案内 

 【２０２１年】 

   １月７日（木）１３時１５分～枚方練習会（初打ち） 

    ２１日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    ２７日（水）１３時１５分～枚方練習会 

   ２月４日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    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 

   ３月４日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １８日（木）第１３５回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

    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 

   ４月１日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １５日（木）第１３６回ＯＢＧ練習ラウンド 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・２０２１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 

 ■４月又は５月 ２０２０年度事業及び決算の監事監査（日時・場所未定） 

   ５月６日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １９日（水）第１７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 

    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 

    ２７日（木）第１８回通常総会 

           （サンプラザ生涯学習市民センター又はくずはゴルフリンクス） 

   ６月２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 

     ３日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １６日（水）第１３７回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

    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 

   ７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 

    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 

   ８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）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２日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １６日（木）第１３８回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

    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 

  １０月７日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １５日（金）第１７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 

    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  

  １１月４日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    １７日（水）第１３９回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

    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 

  １２月２日（木）１３時１５分～枚方練習会 

     ５日（日）１０時３０分～１１時３０分 

 ２０２１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） 

    １６日（木）１３時１５分～枚方練習会 

    ２２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。 

※練習ラウンドの日程により、第３木曜日の枚方練習会がお休みとなることが 

ありますので、ご注意くださいませ。 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案 

☆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 

◆２０２１年３月１８日（木）第１３５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№２０５（２０２０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１３４回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

２.１１月第３木曜日 枚方練習会中止のお知らせ 

３.研修会（ショートコースでの練習ラウンド）のお知らせ 

４.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

５.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

尚、ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

また、練習ラウンドにご参加の際には、以下の注意事項を十分に確認いただけますよう、 

よろしくお願い致します。 

『注意事項』 



①体調が優れない方、体温が３７.５℃以上の方は参加を取りやめてください。 

また体調に異変を感じた場合はすぐにプレーを中断してください。 

②マスクを着用してください。マスクを外した場合は出来るだけ会話を避けてください。 

③受付をする際は、出来るだけ密集せず人との距離をとってください。 

また、必要な時以外は同伴者とも適当な距離をとってください。 

④ボール洗い器は使わないようにしてください。 

⑤バンカーショット後はレーキを使わず、足などで均してください。 

⑥グリーンでは、ピンに触れずワングリップ OK としてください。 

⑦昼食の前には手洗いをしっかり行ってください。 

⑧食事中はなるべく会話は避け、必要であればマスクをしてから会話してください。 

２０２０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１３４回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

 日時：２０２０年１１月１８日（水） 午前８時１５分～受付開始 

 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：７,２００円（プレー費＋参加費） 

    （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：スタート時刻の１０分前にはティーイングエリア付近で待機してください。 

    （全員揃っての集合は致しません。） 

 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 西村 藤勝（★田中 能文） 橋本 富雄（向井 あけみ） 

 竹田 武夫（太田 雅亮） 上坂 喜幸（富田 恭平） 

２組 ●木本 敏博（木本 多江子/★田保 栄三） 徳原 貞夫（田保 香織） 

福園 多恵子（海渡 美智子） 

３組 ●曽余田 兼代（山西 保夫/前川 喜美恵） 青田 和代（丸谷 譲） 

   藤本 くにゑ（★中村 和歳） 

４組 村田 雅男（中村 健吾） 岡 利衣子（★ 原田 義一） 

 山地 伸幸（山地 みよ） 

５組 ●坂本 信雄（坂本 葉子/田中 延忠） 加 藤 善史郎（藤本 仁郎） 

 桂 文子（★上山 隆義） 

６組 ●今西 誠一（今西 幸子/小川 敏広） 伊 藤 米市（内堀 昇吉） 

 平井 啓一（★寺澤 孝義） 

※組み合わせ表の●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。 

※組み合わせ、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、 

些少ながら旅費をお渡ししています。 

その都度受領印をいただくことになっていますので、お手数ではございますが、 

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。 

２.１１月第３木曜日 枚方練習会中止のお知らせ 

 １１月１９日（木）の枚方練習会は、練習ラウンドの翌日につき中止とさせて 

いただきますので、ご注意くださいませ！ 

３.研修会（ショートコースでの練習ラウンド）のお知らせ 

 日時：２０２０年１２月３日（木） 午前１０時スタート 

 場所：枚方カントリー ゴルフアベニューショートコース 

    （ＯＵＴ１Ｈ～９Ｈ 丘陵コース） 

 受付：３階フロント前 午前９時３０分まで（時間厳守でお願いします。） 

 参加費：２,０００円（プレー費＋参加費） 

 募集人数：１０人（先着順） 

 申込締切：２０２０年１１月１８日（水） 

※締切前でも募集人数に達した場合は受付を終了させていただきます。 

 

◎長尾駅からのバスについて 

 ８時台１４分、４６分 ９時台０７分（遅くてもこのバスにご乗車ください。） 

※上記の時間帯のバス停は多田長尾駅前ビル関西みらい銀行長尾支店前です。 

いつもと違う乗り場ですので、ご注意ください！ 

◎ホールごとのヤーデージ 

 １番１１３、２番１１０、３番９０、４番７７、５番７４、６番１０７、 

 ７番１４８、８番８２、９番８６ 

※安全確保に留意しながら使用クラブを選択してください。 

※４番ホールのグリーン奥はテニスコートや駐車場がありネットを越えると危険です。 

絶対に越えないクラブを使用してください。 

◎その他 

 ロッカーや貸クラブを使用することができます。 

 ロッカー代１００円、貸バッグ２５０円（数量限定） 

◎午後の練習会について 

 通常通り午後からは練習会を行います。 

☆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 

４.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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/ 

５.当面の予定 



◆１２月３日（木）研修会 枚方カントリー ゴルフアベニューショートコース 

（ＯＵＴ１Ｈ～９Ｈ 丘陵コース） 

◆１２月６日（日）に予定していました忘年会は、中止とさせていただきます。 

◆２０２１年３月１８日（木）第１３５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№２０４（２０２０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.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのご案内 

２.第１３４回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

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、ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

また、練習ラウンドにご参加の際には、以下の注意事項を十分に確認いただけますよう、 

よろしくお願い致します。 

 

『注意事項』 

①体調が優れない方、体温が３７.５℃以上の方は参加を取りやめてください。 

また体調に異変を感じた場合はすぐにプレーを中断してください。 

②マスクを着用してください。マスクを外した場合は出来るだけ会話を避けてください。 

③受付をする際は、出来るだけ密集せず人との距離をとってください。 

また、必要な時以外は同伴者とも適当な距離をとってください。 

④ボール洗い器は使わないようにしてください。 

⑤バンカーショット後はレーキを使わず、足などで均してください。 

⑥グリーンでは、ピンに触れずワングリップ OK としてください。 

⑦昼食の前には手洗いをしっかり行ってください。 

⑧食事中はなるべく会話は避け、必要であればマスクをしてから会話してく ださい。 

２０２０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.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのご案内 

 日時：２０２０年１０月１６日（金） 午前８時～受付開始 

 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 

 受付場所：クラブハウス２階フロント前 

 受付時間：各組のスタート時刻（下記参照）の１時間前までにお越しください。 

 ※時間厳守でお願い致します。 

 ※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。 

 ※カートは４人乗りと２人乗りがございますので、受付時に確認してください。 

 ※参加者全員に参加賞がございますので、受付時にお受け取りください。 

 参加費：ブラインドプレーヤー、ボランティアプレーヤーともに６,０００円 

     （昼食、カート代等を含む） 

 ※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：スタート時刻の１０分前にはティーイングエリア付近で待機してください。 

    （全員揃っての集合は致しません。） 

 スタート：午前９時９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 

１組 ９時９分スタート 

湯川 洵 竹田 武夫（太田 雅亮） 上坂 喜幸（★田中 能文） 

２組 ９時１７分スタート 

市川 潔 ●室 慎吾（室 マツ子） 桂 文子（★山西 保夫） 

３組 ９時２５分スタート 

吉田 美紀 青田 和代（岸本 孝子） 岡 利衣子（★山城 美智子） 

４組 ９時３３分スタート 

内堀 昇吉 ●木本 敏博（木本 多江子） 西村 藤勝（★上山 隆義） 

５組 ９時４１分スタート 

小川 敏広 樫原 隆（★中村 和歳） 河村 宗治（中村 邦子） 

６組 ９時４９分スタート 

曽余田 桂司 ●曽余田 兼代（前川 喜美恵） 平井 啓一（★寺澤 孝義） 

７組 ９時５７分スタート 

★丸谷 譲 伊藤 米市（海渡 美智子） 福園 多恵子（田保 香織） 

８組 １０時５分スタート 

中野 修 ●坂本 信雄（坂本 葉子） 徳原 貞夫（★原田 義一） 

９組 １０時１３分スタート 

塚田 信明 加藤 善史郎（田中 延忠） 橋本 富雄（★鎌田 修） 

１０組 １０時２１分スタート 

★富田 恭平 ●今西 誠一（今西 幸子） 山地 伸幸（山地 みよ） 

１１組 １０時２９分スタート 

★阪崎 秀雄 村田 雅男（中村 健吾） 藤本 くにゑ（藤本 仁郎） 

※組み合わせ表の●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。 

※組み合わせ、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 

 この度の合同練習ラウンドでは、些少ながら以下の通り旅費等をお渡しすることと 

なっております。つきましては、受領印をいただけますよう、お手数ではございますが、 

「はんこ」をご持参くださいますよう、よろしくお願い致します。 

※ボランティアプレーヤーにはプレー参加補助として３,５００円支給 

※ボランティア参加会員（全員）には旅費として２,０００円支給 

２.第１３４回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

 日時：２０２０年１１月１８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） 



 参加費：７,２００円（プレー費＋参加費） 

 申込締切：２０２０年１０月２０日（火） 

☆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 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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 

◆１１月１８日（水）第１３４回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆１２月３日（木）研修会 枚方カントリー ゴルフアベニューショートコース（１～９H） 

※まだコースデビューされていない方も、是非この機会にご参加くださいませ！ 

◆１２月６日（日）に予定していました忘年会は、中止とさせていただきます。 

以上です。 

 

 

ＯＢＧれんらくレター№２０３（２０２０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１３３回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

２.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのお知らせ 

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、ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

また、練習ラウンドにご参加の際には、以下の注意事 項を十分に確認いただけますよ

う、 

よろしくお願い致します。 

『注意事項』 

①体調が優れない方、体温が３７.５℃以上の方は参 加を取りやめてください。 

また体調に異変を感じた場合はすぐにプレーを中断 してください。 

②マスクを着用してください。マスクを外した場合 は出来るだけ会話を避けてくだ

さい。 

③受付をする際は、出来るだけ密集せず人との距離をとってください。 

また、必要な時以外は同伴者とも適当な距離をとってください。 

④ボール洗い器は使わないようにしてください。 

⑤バンカーショット後はレーキを使わず、足などで均してください。 

⑥グリーンでは、ピンに触れずワングリップ OK としてください。 

⑦昼食の前には手洗いをしっかり行ってください。 

⑧食事中はなるべく会話は避け、必要であればマスクをしてから会話してください。 

２０２０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１３３回ＯＢＧ練習ラウンドのご案 

 日時：２０２０年９月１６日（水） 午前８時１５分～受付開始 

 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：７,２００円（プレー費＋参加費） 

    （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：スタート時刻の１０分前にはティーイングエリア付近で待機してください。 

    （全員揃っての集合は致しません。） 

 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 ●曽余田 兼代（田中 延忠/前川 喜美恵） 竹田 武夫（太田 雅亮） 

桂 文子（★富田 恭平） 

２組 ●坂本 信雄（坂本 葉子/★田保 栄三） 上坂 喜幸（田保 香織） 

 岡 利衣子（海渡 美智子） 

３組 ●木本 敏博（木本 多江子/山西 保夫） 西村 藤勝（★中村 和歳） 

   樫原 隆（藤岡 俊久） 

４組 伊藤 米市（★阪崎 秀雄） 橋本 富雄（向井 あけみ）  

田川 里香（吉田 美紀） 

５組 ●今西 誠一（今西 幸子/★田中 能文） 加藤 善史郎（小川 敏広）  

藤本 くにゑ（原田 義一） 

６組 村田 雅男（中村 健吾） 山地 伸幸（山地 みよ）  

徳原 貞夫（★藤本 仁郎） 

※組み合わせ表の●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。 

※組み合わせ、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、 

些少ながら旅費をお渡ししています。 

その都度受領印をいただくことになっていますので、お手数ではございますが、 

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.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのお知らせ 

 新しい試みとして、ボランティア会員の皆様にもプレーヤーとして参加していただく 

合同練習ラウンドを開催することになりました。 

開催方法は通常の練習ラウンドと同じですが、ボランティア会員の皆様には、パートナーと 

して参加するか、あるいはプレーヤーとして参加するかを選んでいただくことになります。 

つきましては、下記の申込方法をご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 日時：２０２０年１０月１６日（金） 

 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：【ブラインドプレーヤー】  ６,０００円（昼食、カート代等を含む） 

     【ボランティアプレーヤー】６,０００円（昼食、カート代等を含む） 

 ※ボランティアプレーヤーにはプレー参加補助として３,５００円支給 

 ※ボランティア参加会員（全員）には旅費として２,０００円支給 

 ※参加者全員に参加賞有り 

 ※この合同練習ラウンドも枚方市 NPO 活動応援基金の支援を受けています。 

 【お願い】ボランティア会員の方は、必ず「はんこ」をご持参くださいませ！ 

 申込方法：【ブラインド会員】同伴のボランティアパートナーがいる場合は、 

できるだけご一緒に申込をお願いします。 

      【ボランティア会員】以下の番号を選んで申込をお願いします。 

        ①プレーパートナーとして参加 

        ②プレーヤーとして参加 

        ③どちらでもＯＫ 

 申込締切：２０２０年９月１０日（木） 

 ※いつもより早めの締切となっていますので、ご注意くださいませ！ 

 ※既にメール等で申込済みの方は、変更がなければ再度の申込は不要です。 

☆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 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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 

◆１０月１６日（金）ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンド 

 



ＯＢＧれんらくレター№２０２（２０２０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１３３回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

２.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのお知らせ 

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、ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

２０２０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１３３回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

 日時：２０２０年９月１６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） 

 参加費：７,２００円（昼食、カート代等を含む） 

 申込締切：２０２０年８月２０日（木） 

 【お願い】ボランティア会員の方は、必ず判子をご持参くださいませ！ 

☆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 

２.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのお知らせ 

 新しい試みとして、ボランティア会員の皆様にもプレーヤーとして参加していただく 

合同練習ラウンドを開催することになりました。 

開催方法は通常の練習ラウンドと同じですが、ボランティア会員の皆様には、パートナーと 

して参加するか、あるいはプレーヤーとして参加するかを選んでいただくことになります。 

つきましては、下記の申込み方法をご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 日時：２０２０年１０月１６日（金） 

 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：【ブラインドプレーヤー】６,０００円（昼食、カート代等を含む） 

     【ボランティアプレーヤー】６,０００円（昼食、カート代等を含む） 

 ※ボランティアプレーヤーにはプレー参加補助として３,５００円支給 

 ※ボランティア参加会員（全員）には旅費として２,０００円支給 

 ※参加者全員に参加賞有り 

 ※この合同練習ラウンドも枚方市 NPO 活動応援基金の支援を受けています。 

 【お願い】ボランティア会員の方は、必ず判子をご持参くださいませ！ 

 申込方法：【ブラインド会員】同伴のボランティアパートナーがいる場合は、 

できるだけご一緒に申込みをお願いします。 

      【ボランティア会員】以下の番号を選んで申込をお願いします。 

         ①プレーパートナーとして参加 

         ②プレーヤーとして参加 

 



         ③どちらでもＯＫ 

 申込締切：２０２０年９月１０日（木） 

 ※いつもより早めの締切となっていますので、ご注意くださいませ！ 

☆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 

３.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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 

◆９月１６日（水）第１３３回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆１０月１６日（金）ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンド 

くずはゴルフリンクス 

◆１１月１８日（水）第１３４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№２０１（２０２０年７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１３３回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

２.第１６回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会中止のお知らせ 

３.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのお知らせ 

４.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

５.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

尚、ご案内しています練習ラウンド等につきましては、新型コロナウイルスの状況や 

ゴルフ場の都合により、中止となる場合もございますので、ご了承くださいませ。 

２０２０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１３３回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

 日時：２０２０年９月１６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：２０２０年８月２０日（木） 

☆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 

 



２.第１６回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会中止のお知らせ 

 今年度の大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会は、新型コロナウイルスの感染予防の観点から 

中止することとなりました。 

大変残念ではございますが、ご理解いただけますよう、よろしくお願い致します。 

３.ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンドのお知らせ 

 新しい試みとして、ボランティア会員の皆様にもプレーヤーとして参加していただく 

合同練習ラウンドを下記の通り開催することになりました。 

開催方法は通常の練習ラウンドと同じですが、ボランティア会員の皆様には、パートナーと 

して参加するか、あるいはプレーヤーとして参加するかを選んでいただくことになります。 

ブラインドプレーヤーにとっては、いつもご指導いただいているボランティアの方々と同組でラウンドし、そのプレ

ーを近くで体感できる良い機会になるのではないかと思います。 

 来月号のれんらくレターにて、エントリーについての詳細をお知らせしますので、 

ブラインド会員はもちろんのこと、ボランティア会員の皆様からの多数のご参加を 

お待ちしています！ 

 日時：２０２０年１０月１６日（金） 

 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） 

４.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

 

☆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/ 

５.当面の予定 

◆９月１６日（水）第１３３回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

◆１０月１６日（金）ブラインド＆ボランティア会員によるＯＢＧ合同練習ラウンド 

くずはゴルフリンクス 

◆１１月１８日（水）第１３４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№２００（２０２０年６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１３２回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

２.第１７回ボランティア会員親睦ゴルフ大会のご案内 

３.ＯＢＧ年会費納入のお願い 

４.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

５.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

◎お知らせ 

 前号のれんらくレターでは、６月３日（水）はブラインドゴルファー競技大会と 

ご案内していました。中止になる可能性もある中、プレーヤー、パートナー共に多くの 

皆さんから参加申し込みをいただきましたこと、感謝申し上げます。 

幸い、くずはゴルフリンクスのラウンド規制は５月末で終わり、６月からはほぼ従来と 

同じ状況になっております。ただし、食堂及びコンペルームでの集まりは不可ということで、 

今回は大会を中止とし、練習ラウンドを催行することになりました。 



尚、以下に注意事項を記載していますので、十分に確認の上ご参加いただけますよう、 

よろしくお願い致します。 

 

『注意事項』 

①体調が優れない方、体温が３７.５℃以上の方は参加を取りやめてください。 

②マスクを着用してください。マスクを外した場合は出来るだけ会話を避けて ください。 

③受付をする際は、出来るだけ密集せず人との距離をとってください。 

また、必要な時以外は同伴者とも適当な距離をとってください。 

④ボール洗い器は使わないようにしてください。 

⑤バンカーショット後はレーキを使わず、足などで均してください。 

⑥グリーンでは、ピンに触れずワングリップ OK としてください。 

⑦昼食の前には手洗いをしっかり行ってください。 

⑧食事中はなるべく会話は避け、必要であればマスクをしてから会話してください。 

 

２０２０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１３２回ＯＢＧ練習ラウンドのご案内 

 日時：２０２０年６月３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：７,２００円（プレー費＋参加費） 開催時期により変動します。 

 （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 ●今西 誠一（今西 幸子／★上山 隆義） 村田 雅男（中村 健吾） 

２組 ●曽余田 兼代（田保 香織／前川 喜美恵） 加藤 善史郎（★田保 栄三） 

樫原 隆（海渡 美智子） 

３組 福園 多恵子（中村 邦子） 伊藤 米市（★中村 和歳） 

 藤本 くにゑ（山城 美智子） 

４組 ●坂本 信雄（坂本 葉子／★田中 能文） 山地 伸幸（山地 み よ） 

 田川 里香（吉田 美紀） 

５組 橋本 富雄（鎌田 修） 西村 藤勝（★富田 恭平） 竹田 武夫 （太田  雅亮） 

※組み合わせ表の●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。 

※組み合わせ、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、 

些少ながら旅費日当（今年度より費目変更）をお渡ししています。 

その都度受領印をいただくことになっていますので、お手数ではございますが、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１７回ボランティア会員親睦ゴルフ大会のご案内 

（新型コロナウイルスの状況やゴルフ場の都合により、中止となる場合もございます 

ので、ご了承くださいませ。） 

 日時：２０２０年６月１７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：２０２０年６月５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 

３.ＯＢＧ年会費納入のお願い 

 正会員の皆様におかれましては、２０２０年度の年会費を以下の通り納入いただけ 

ますよう、よろしくお願い致します。 

【納入方法】 

①枚方練習会において納入 

②下記の銀行口座への振り込みにより納入 

③６月３日（水）練習ラウンドにおいて納入 

 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。） 

【納入期限】 ２０２０年６月末日まで 

       （外出自粛などの状況を考慮し、１か月延長しています。） 

４.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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/ 

５.当面の予定 

◆９月１６日（水）第１３３回ＯＢＧ練習ラウンド くずはゴルフリンクス 

以上です。 

 

 

 
 
 
 
 

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


ＯＢＧれんらくレター№１９９（２０２０年５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１３１回ＯＢＧ練習ラウンド中止のお知らせ 

２.第１７回通常総会について 

３.第１６回ブラインドゴルファー競技大会のご案内 

４.第１７回ボランティア会員親睦ゴルフ大会のご案内 

５.ＯＢＧ年会費納入のお願い 

６.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

７.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

 

２０２０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１３１回ＯＢＧ練習ラウンド中止のお知らせ 

 ２０２０年５月１２日（火）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させていただきます。 

 

２.第１７回通常総会について 

 第１７回通常総会について、前号のれんらくレターで中止とお知らせしましたが、 

ＮＰＯ法人は、毎年１回必ず社員総会を開催することが義務づけられています（内閣 

府ＨＰ）。従いまして、厳しい現状を考慮し、従来の総会方式（参加者集会）を変更して、決議議案について賛否を電

磁的方法または委任状等の提出により議案の裁決に参加して 

頂く方式に変更致します。尚、総会の日時・場所及び最小限の事務処理人数は、後日、 

総会案内及び議案書の送信にてお知らせいたします。     

 

３.第１６回ブラインドゴルファー競技大会のお知らせ 

 （新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合もございますので、 

  ご了承くださいませ。 

 日時：２０２０年６月３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：２０２０年５月２０日（水） 

☆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、よろしくお願い致します。 

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。 

４.第１７回ボランティア会員親睦ゴルフ大会のご案内 

 （新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合もございますので、 

  ご了承くださいませ。） 

 日時：２０２０年６月１７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：２０２０年６月５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 

５.ＯＢＧ年会費納入のお願い 

 正会員の皆様におかれましては、２０２０年度の年会費を以下の通り納入いただけ 

ますよう、よろしくお願い致します。 



【納入方法】 

①枚方練習会において納入 

②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。） 

【納入期限】 ２０２０年６月末日まで 

（外出自粛などの状況を考慮し、１か月延長しています。） 

６.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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/ 

７.当面の予定 

※５月７日（木）の枚方練習会は中止とさせていただきます。 

 その後の練習会につきましては、随時ＭＬなどで連絡致します。 

◆９月１６日（水）第１３２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№１９８（２０２０年４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.ＯＢＧ年会費納入のお願い 

２.第１３０回ＯＢＧ練習ラウンド中止のお知らせ 

３.第１３１回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

４.第１７回通常総会中止のお知らせ 

５.ブラインドゴルフ親善大会 in 九州（第１４回大会）中止のお知らせ 

６.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

７.当面の予定 

以上の内容を記載しています。 

２０２０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

事業として実施予定です。 

１.ＯＢＧ年会費納入のお願い 

 正 会 員 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ２ ０ ２ ０ 年 度 の 年 会 費 を 以 下 の 通 り 

納入いただけますよう、よろしくお願い致します。 

 

【納入方法】 

①枚方練習会において納入 

②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。） 

【納入期限】 ２０２０年５月末日まで 

２.第１３０回ＯＢＧ練習ラウンド中止のお知らせ 

   ２０２０年４月１０日（金）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させていただきます。 

３.第１３１回ＯＢＧ練習ラウンドのお知らせ 

 （新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合もございますので、 

  ご了承くださいませ。） 

 



 

 日時：２０２０年５月１２日（火） 

 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：２０２０年４月２０日（月） 

☆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、よろしくお願い致します。 

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。 

４.第１７回通常総会中止のお知らせ 

 ２０２０年５月２８日（木）に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染予防のため  

中止とさせていただきます。 

尚、議案書につきましては後日発送致します。 

５.ブラインドゴルフ親善大会 in 九州（第１４回大会）中止のお知らせ 

 昨今の情勢を考慮した結果、今年の九州大会は中止することになったとＮＰＯ法人 

九州視覚障害ゴルファーズ協会より連絡がありましたので、お知らせ致します。 

参加を希望されていた皆さんには大変残念ですが、来年度に期待したいですね。 

６.ＯＢＧ各種連絡先＆ホームページＵＲＬのご案内 

☆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/ 

７.当面の予定 

◆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 

◆６月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 

以上です。 


