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大阪視覚障害ゴルファーズ協会 編集部 

２０２１年３月発行 Ｎｏ．４３ 

（令和３年）

ＯＢＧかわらばん 

 
皆様にとって２０２０年度は、どんな一年でしたでしょうか。 
思いもよらぬ新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの 
生活様式が大きく変化してしまった一年でもありました。 
ＯＢＧの活動も、親睦大会や忘年会など中止せざるを得ない 

行事もございましたが、６月以降は練習ラウンドを実施する 
ことができました。 
会員の皆様のご協力のお陰と、心より感謝しております。 
そんな一年を振り返る「かわらばん№４３」を作成しましたので、 
ご一読いただければ幸いです。 
 
◆プロゴルファー山下美夢有さんのご紹介◆ 
 
皆さんは山下美夢有プロをご存知でしょうか？寝屋川出身で、私たちも練習会で 
お世話になっている枚方アベニューで練習されていたこともあるとか… 
今回は山下プロをご紹介します。 
山下プロがマネジメント契約している（株）ダンロップスポーツエンタープライ
ズを通じて、ＯＢＧにコメントも寄せてくれていますのでお楽しみに！ 
 
山下 美夢有（ヤマシタ ミユウ） 
出身地 大阪府寝屋川市 
出身校 大阪桐蔭高等学校 
生年月日 ２００１年８月２日（１９歳） 
身長・体重・血液型 １５０cm・５２kg・A型 
趣味 カラオケ 
ゴルフ歴 ５歳～ 
プロテスト合格日 ２０１９年１１月８日 
プロ転向 ２０２０年１月１日 JLPGA 入会（９２期生） 
得意クラブ パター 
ドライバー飛距離・持ち球 約２３０ヤード・ドロー 
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～～山下プロは、コーチを付けずにお父様に教えてもらっていたとのこと。 
小柄で飛距離が出るほうではないことから、中学生の頃から小技を磨き始め、 
自分で考えてお父様と二人三脚でプレースタイルを築いてきたそうです。 
また、目標とする選手はタイガー・ウッズ。 
まずはレギュラーツアーでトップ１０に入ることを目指し、将来は海外で戦って 
メジャーに出ることが目標だそうです。～～ 
 
☆年度別大会成績（２０２０-２１） 
＜JLPGA ツアー＞ 
出場試合数 １３試合（９試合で予選通過） 
最高位 スタンレーレディスゴルフトーナメント ５位 
＜JLPGA 新人戦＞ 
加賀電子カップ ２位 
 
※上記新人戦は、１２月１０～１１日に千葉県長南町・グレートアイランド 
倶楽部（６,４８８ヤード/パー７２）で開催されました。 
 
開幕前の山下プロのコメント… 
「緊張はしていますけど、最終戦なので、楽しくプレーして次年度への課題を 
見つけたい。（今年）前半の３試合は試合に慣れなくて、自分のプレーができて 
いなかった。後半は、試合にも慣れてきて、予選にも通過でき、トップ１０にも 
入ることができて自信になりました。このオフにはしっかりトレーニングをして、 
ショートゲームの精度を磨きたい。１００ヤード以内を３ヤード刻みで打てる 
ようにしたいというのが目標です。」 
 
新人戦の結果は、２日ともスコア６９と素晴らしい成績でしたが、惜しくも 
優勝を逃し、２位でした。 
 
試合後の山下さんのコメント… 
「ボギーを打たずにプレーできたのは良かった。安定していたと思います。 

パッティングがいまひとつでした。やはり（２位は）悔しいです。」 
 後半、スコアアップのチャンスが到来。１４、１５番では、「３メートル、 
５メートルと少し距離があったけど、ストレートのライン。 
ひとつでもバーディーをとっていたら、流れが変わったかもしれません。」 
 
☆年度別記録 STATS（２０２０-２１） 
年間トップ１０入り回数 ２回 ２４位  
年間獲得賞金 \９,０３８,９１４ ５３位  
平均ストローク ７２.２１６２ ４８位  
パーオン率 ７２.５２５ １４位  
平均パット数（パーオンホール） １.８６７５ ６８位  
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平均パット数（1ラウンド当たり） ３０.７２９７ ７０位  
パーセーブ率 ８４.３８４４ ３４位  
平均バーディー数 ３.００００ ３４位  
フェアウェイキープ率 ６６.６６６７ ３４位  
 
〈最新情報！〉 
 
◎開幕戦 第３４回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 
２０２１年３月４日～７日 琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県） 
６,５６１ヤード、パー７２  
２アンダー、２５位タイ（予選通過者６２名） 
 
◎明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 
２０２１年３月１２日～１４日 土佐カントリークラブ（高知県） 
６,２２８ヤード、パー７２  
３アンダー、８位タイ（予選通過者６２名） 
 
◎Ｔポイント×ＥＮＥＯＳゴルフトーナメント 
２０２１年３月１９日～２１日 鹿児島高牧カントリークラブ（鹿児島県） 
６,４２４ヤード、パー７２  
３アンダー、２０位タイ（予選通過者６４名） 
 
～～今年のツアーも３月から始まりました。山下プロは、初戦から予選を通過、
２戦目ではトップ１０入りと、とても好調なすべり出しのようです。 
現在の女子プロゴルフ界は、山下プロの３歳上にあたる黄金世代（渋野日向子、 
原英莉花、勝みなみ…）や１歳上のプラチナ世代（古江彩佳、西村優菜、安田 
祐香…）など、若い世代の強さが際立ち、とても盛り上がりをみせています。 
そんな中で山下プロがどんな活躍を見せてくれるのか…とても見ごたえのある 
シーズンになりそうです。皆さんも大いに楽しみ、大いに応援しましょう！ 
最後に、山下プロからのコメントをご紹介します。～～ 
 
■山下美夢有プロからＯＢＧへのコメント 
 
「皆さん、こんにちは！プロゴルファーの山下美夢有です。 
この度は、ご紹介いただきありがとうございます。 
枚方のゴルフ練習場にてブラインドゴルファーの活動を 
知り、共感を致しました。 
ゴルフを通じて、皆さまに元気を届けられたら嬉しいです。 
応援よろしくお願い致します。」 
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◆第１７回通常総会の報告◆ 
 
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るため 
（内閣府ＨＰ）、新型コロナウイルス感染予防の厳しい状況を考慮し、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いただく方式に変更して 
実施しました。 
 
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：２０２０年５月２８日（木）午前１１時～午前１２時 
開催場所：枚方市内 主たる事務所 
現在の正会員数：８２名（ブラインド会員３２名、ボランティア会員５０名） 
参加した正会員数：７１名（書面表決２１名、委任状４６名を含む） 
 
【議長の選任】上山 隆義が議長に選任された。 
 
【議事録署名人の選任】阪崎 秀雄と原田 義一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 ２０１９年度事業報告書 
 第２号議案 ２０１９年度活動計算書 
 第３号議案 ２０１９年度貸借対照表 
 第４号議案 ２０１９年度財産目録 
       ２０１９年度事業及び決算監査報告 
 第５号議案 ２０２０年度事業計画書（案） 
 第６号議案 ２０２０年度活動予算書（案） 
 第７号議案 役員の選任 
 
【その他報告事項】 
 （１）第１６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り、監事の事業状況及び決算監査の結果、適正、且正確に 
処理されていたとの報告書の提出があった。 
続いて、第５号議案から第７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、書面表決・委任状の結果を加味して、全ての議案は賛成多数により 
承認された。 
なお、役員の選任で理事に選任された全員は、その就任を承諾した。 
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続いて、その他事項の報告を確認した。 
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１７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。 
 
※理事の互選について 
 
令和２年５月２９日（金）、会長を選定するため、定款第１２条第３項の規定に 
基づき理事全員の互選（持ち回り決裁）の結果、次のとおり決定した。 
 
１． 会長に理事橋本富雄を選定すること。 
上記決定を明確にするため、互選書を作成し、理事全員が記名押印する。 
 
理事 橋本 富雄   理事 上山 隆義 
理事 阪崎 秀雄   理事 鎌田  修 
理事 曽余田 兼代  理事 原田 義一 
理事 岡 利衣子   理事 上坂 喜幸 
理事 河村 宗治   理事 田中 能文 
理事 上地  勉   理事 石川 春男 
理事 青田 和代 
 
【担当役員】 
副会長兼事務担当 上山 隆義 
事務担当 鎌田 修 
会計担当 阪崎 秀雄 
監事 富田 恭平 
 
～～ここからは、会員の桂文子さんが寄稿してくれたものをご紹介します。～～ 
 
「ＯＢＧとの出会い」  桂 文子 
 
 好きだった仕事も続けられなくなり、無趣味の私は 
楽しみをなくしていました。そんな時にゴルフとの出会い 
と楽しさを教えてくれたのがＯＢＧでした。 
見えなくても出来ることに驚き、練習会では皆楽しそうに 
打っている姿に驚きました。初めての練習ラウンドでは 
雨で湿ったラフを７番アイアンで牛歩のように進み、 
次のラウンドでは大雨。ゴルフは雷と雪以外は中止には 
ならないと知りびしょ濡れになり辛かったことを思い出します。 
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ですが、どんな時も１８Ｈ終わった後には「楽しかった」 
と思えるのです。 
思いっきり体を動かせた爽快感でしょうか。 
また全盲の方が距離ぴったりグリーンにワンオンさせたり、 
高齢な方が１８Ｈ歩く姿などにも驚かされます。 
ボランティアパートナーの方は、指示どうりに打てない私の 
ゴルフにも付き合ってくださり本当に感謝します。 
 １８Ｈの間にしんどい時やくやしい時など途中で 
止めたくなることもありますが時々ご褒美のように 
嬉しい事もあるのでやはり最後には「楽しかった」と思えます。 
最後にＯＢＧ役員、ボランティアの皆様に心から感謝申し上げます。 
 
～～桂さんの練習ラウンドデビューは雨で大変だったんですね！ゴルフは 
自然の中でするスポーツなので、暑さ寒さに加えて大雨や強風など厳しい 
コンディションの時もありますが、それでも何だか楽しいと思えるのが 
本当に不思議です（笑） 
「ホント、ホント！」と共感しながら読ませていただきました。 
桂さん、ありがとうございました！～～ 
 
◆２０２０年度 行事中止の報告◆ 
 
※下記の行事は、新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました。 
 
・第１６回ブラインドゴルファー競技大会 ６月３日（水） 

 くずはゴルフリンクス 
・第１６回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 １０月１６日（金） 

 くずはゴルフリンクス 
・第１３０回ＯＢＧ練習ラウンド ４月１０日（金） くずはゴルフリンクス 
・第１３１回ＯＢＧ練習ラウンド ５月１２日（火） くずはゴルフリンクス 
・ＯＢＧ忘年会 １２月６日（日） 
 
※下記の行事は、参加者が集まらず中止となりました。 
 
・第１７回ボランティア会員親睦ゴルフ大会 ６月１７日（水） 

 くずはゴルフリンクス 
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◆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成績◆ 
 
～～今年度は親睦ゴルフ大会が中止となり、新しい 
試みとしてブラインド会員とボランティア会員とが 
一緒にプレーをする合同練習ラウンドを実施しました。 
これは、普段ご指導いただいているボランティアの 
皆さんのプレーを身近で見たい、ショットの音を 
聞いてみたいというブラインド会員の声がきっかけと 
なり実現しました。 
いつもの練習ラウンドとは少し違う体験ができて、 
皆さんの刺激になったのではないでしょうか！～～ 
 
実施日：１０月１６日（金） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：５５名（全盲５名、弱視１６名、 
         ボランティア３４名〈プレーヤー１２名を含む〉） 
 
※合同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。 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ５２ ６０ １１２        
室 慎吾   ６９ ６８ １３７  
木本 敏博  ７０ ６９ １３９  
＜弱視クラス＞ 
西村 藤勝 ５５ ５０ １０５  
上坂 喜幸 ５７ ５１ １０８  
橋本 富雄 ６０ ５１ １１１  
＜一般（ボランティア）クラス＞ 
富田 恭平  ４２ ３９ ８１  
田保 栄三  ３９ ４４ ８３  
市川 潔   ４２ ４２ ８４  
曽余田 桂司 ３９ ４５ ８４  
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◆２０２０年度 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１３２回ＯＢＧ練習ラウンド 
 
実施日：６月３日（水） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：３２名（全盲３名、弱視１１名、ボランティア１８名） 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ６１ ５５ １１６ 
坂本 信雄  ６４ ５８ １２２ 
今西 誠一  ７８ ７８ １５６ 
＜弱視クラス＞ 
西村 藤勝 ４５ ４７ ９２ 
伊藤 米市 ５２ ５８ １１０ 
樫原 隆  ５９ ５９ １１８ 
村田 雅男 ６２ ５６ １１８ 
 
◎第１３３回ＯＢＧ練習ラウンド 
 
実施日：９月１６日（水） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：４２名（全盲４名、弱視１４名、ボランティア２４名） 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ６０ ５９ １１９ 
坂本 信雄  ６９ ７１ １４０ 
木本 敏博  ７６ ６７ １４３ 
＜弱視クラス＞ 
西村 藤勝 ５１ ５３ １０４ 
竹田 武夫 ５５ ５０ １０５ 
橋本 富雄 ５１ ５５ １０６ 
 
◎第１３４回ＯＢＧ練習ラウンド 
 
実施日：１１月１８日（水） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：４６名（全盲４名、弱視１６名、ボランティア２６名） 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ６２ ５６ １１８ 
坂本 信雄  ６５ ６３ １２８ 
木本 敏博  ７２ ５７ １２９ 
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＜弱視クラス＞ 
上坂 喜幸  ４６ ５２ ９８ 
加藤 善史郎 ４７ ５６ １０３ 
西村 藤勝  ５４ ５５ １０９ 
 
◎第１３５回ＯＢＧ練習ラウンド 
 
実施日：３月１８日（木） 
場所：くずはゴルフリンクス 
参加人数：３４名（全盲４名、弱視１０名、ボランティア２０名） 
＜全盲クラス＞ 
曽余田 兼代 ５９ ６０ １１９  
木本 敏博  ７０ ６７ １３７  
坂本 信雄  ７３ ７２ １４５  
＜弱視クラス＞ 
西村 藤勝 ５６ ５５ １１１  
平井 啓一 ５９ ５２ １１１  
橋本 富雄 ６２ ５０ １１２  
 
◆研修会の報告◆ 
 
◎研修会（ショートコース） 
 
実施日：１２月３日（木） 
場所：枚方カントリー ゴルフアベニューショートコース 
   （１Ｈ～９Ｈ） 
参加人数：２１名（全盲２名、弱視８名、ボランティア１１名） 
 
◆２０２０年ブラインドゴルフ親善大会 in九州◆ 
 
５月１８日（月）に若宮ゴルフクラブにて開催予定でしたが、 
新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました。 
 

◆編集後記◆ 

「かわらばん№４３」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。 

 

ワードの編集作業は、鎌田さんが担当して下さいました。 

また、写真撮影は、田中能文さんが担当して下さいました。 
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鎌田さん、田中さん、お疲れさまでした！ 

ワード版には写真も掲載しておりますので、どうぞお楽しみ下さいませ♪ 

 

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おりますので、 

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/ 
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