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大阪視覚障害ゴルファーズ協会 編集部 

２０１９年３月発行 Ｎｏ．４１ 

（平成３１年）

ＯＢＧかわらばん 

 

皆様にとって２０１８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№４１」を作成しましたので、 

ご一読いただければ幸いです。 

 

３月のれんらくレターでも案内がありました通り、今年１月からゴルフの 

ルールが大幅に改正されましたが、新ルールの中には、耳慣れない言葉も 

ありますよね。 

また、何となくわかっているけれどちゃんと理解していないゴルフ用語も 

多いのではないでしょうか。 

そこで、そんな中からいくつかの用語の解説をお届け致します。 

熟練ゴルファーにとっては、基本的な用語ばかりだと思いますが、 

どうぞお付き合いくださいね。 

また、併せてゴルフの名言もご紹介していますので、お楽しみ下さいませ。 

 

【ゴルフの用語集】 

 

☆ジェネラルエリア（General area） 

旧ルールで使われていたスルー 

ザグリーンという用語に取って 

代わる新用語。 

下記の①②を除いたコース内の 

すべてのエリアのこと。 

①プレー中のホールのティーイン

グエリアと、パッティンググリーン 

②コース内のペナルティエリアと 

バンカー 
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☆ルースインペディメント（Loose impediments） 

コースにある小石、落ち葉、小枝、虫、糞などで、地面に埋まっていない 

物のこと。 

プレーの邪魔になるルースインペディメントは取り除くことができる。 

所謂ハザード内のルースインペディメントには触れることさえできなかった

が、新ルールではバンカー内、ペナルティエリア内に係わらず、取り除く 

ことができるようになった。 

 

☆砲台グリーン（Elevated green） 

グリーンが周りのラフやフェアウェイ 

より一段高く盛り上がるように造られた

グリーンのこと。アプローチでは、 

ショートするとボールが戻ってきて 

しまったり、オーバーすると、グリーン 

から落ちてしまったりするので、難易度が

高いとされている。 

 

☆カラー（Collar） 

グリーンの周りを囲むように設けられた区域のことで、芝はグリーンより 

長く、フェアウェイよりは短く刈り揃えられている。 

 

☆エッジ（Edge） 

グリーンとグリーン周りの境目、フェアウェイとラフの境目、バンカーのへ

りなどのこと。段差の大きさにもよるが、ボールがエッジにくっ付いている

場合などは、非常にプレーしにくくなることがある。 

また、クラブのへりのこともリーディングエッジ（フェースの下端とソール

前方の境界線のこと）などと呼ぶ。 

 

☆クロスバンカー（Cross bunker） 

フェアウェイを横切るように造られたバンカーのこと。  

 

☆グラスバンカー（Grass bunker） 

グリーン周りの深いラフの窪んだ場所などで、バンカーに草が生えたような

形をしている。ハザードではないので、クラブをソールできる。 

サンドウェッジなどでバンカーショットのように打つテクニックが有効に 

なる。 
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☆ライ(Lie) 

ボールを打つと言う観点から見た 

ボールの状態のこと。打ちにくい状態を 

ライが悪い、打ちやすい状態をライが 

良いと言う。 ラフが深い、芝が薄い、

ボールが沈んでいる、左足下がりの傾斜、

極端なつま先上がり、つま先下がりなど

は、ライが悪くなる条件の例である。  

 

☆ターフ（Turf） 

芝生のことで、アイアンショットなどでボールの先の芝生を削り取ることを

ターフを取ると言う。 

 

☆ディボット（Divot） 

アイアンショットなどで取れるターフと 

いう意味である。 

また、ターフを取ることでできる跡という

意味で、ディボット跡と呼ばれることも 

多い。 

それ以外に、グリーンにできたボール 

マークをディボットということもある。 

 

☆ボールマーク（Ball mark） 

グリーンにボールが直接落下した時にできるへこみのことで、ピッチマーク

とも言う。ボールマークは、必ず直すのがマナーである。ボールマークを直

すための小さなフォークのような物をグリーンフォークと言うが、和製英語

で、英語では通常リペアツールと言う。 

 

☆スパイクマーク（Spike mark） 

スパイクの付いたゴルフシューズで歩くことによってできたグリーン上の傷

のこと。スパイクマークが自分のライン上にあっても、今までのルールでは

直せなかったが、新ルールでは、それを直すことができるようになった。 

 

☆アンジュレーション（Undulation） 

フェアウェイやグリーンなどのコース上にある起伏のこと。 
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☆スタイミー（Stymie） 

ボールとピンとの飛球線上に木などの障害物がある場合など、邪魔になって

いる状態のことを言う。 

 

☆キャリー（Carry） 

打ったボールが地上に落下するまでの距離のこと。例えば、バンカーの上を

越えるのにはキャリーで何ヤード以上必要などと言う。 

 

☆スクエアスタンス（Square stance） 

左右のカカトを結んだ線が飛球線と平行になる構えのこと。スクエアに対し

て、右利きの場合、右足が前に出て目標に対してやや体が開いた状態に立つ

オープンスタンスや、左足が前に出て目標に対してやや背を向ける姿勢にな

るクローズドスタンスなどがある。 

 

☆スリークォータースイング（Three-quarter swing） 

フルスイングに対して、腕の振りが概ね４分の３くらいの大きさのコンパク

トなゴルフスイングのこと。 

 

☆チップショット（Chip shot） 

グリーン周りからウェッジやショート 

アイアンでボールをあまり上げずに 

転がしてホールに寄せるスタイルの 

ショットのこと。 

 

☆ピッチショット（Pitch shot） 

ボールを上げて打つアプローチショットの 

一種で、ボールから落下地点までの距離の 

ほうがボールが落ちてから転がる距離より 

長いショットのこと。 

 

☆ピッチアンドラン（Pitch and run） 

アプローチで、途中までボールをキャリーさせ、 

落下してから転がす寄せ方のこと。 
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☆ランニングアプローチ（Running approach） 

ボールを転がしてホールに寄せる 

アプローチのこと。 

 

 

 

 

☆シャンク（Shank） 

アイアンのヘッドとシャフトの接合部（ホーゼル）で打ってしまい、ボール

が右に飛び出してしまうこと。シャンクの原因は色々あるが、一つには左手

がはやく前に出過ぎる為とされている。 

 

☆デッド（Dead） 

ピンをデッドに狙うと言えば、真っ直ぐピンを狙うという意味である。 

グリーンのセンター寄りに安全に打つショットと対比される。 

また、ど真ん中という意味で、デッドセンターなどと言うこともある。 

 

☆ピンハイ（Pin high） 

ピンへのショットの距離がピッタリだった 

ことを意味する言葉。ボールがピンの真横に

止まった状態で、上空から見てピンと同じ 

高さにあるという意味。 

よくピンの奥にボールが飛んだことだと 

思っている人がいるが、同じ高さ、つまり、

方向性が多少ブレたが、ショットの距離感が

合っていたことをいう。 

 

☆インテンショナル（Intentional） 

故意に、もしくは意図的にという意味で、例えば、インテンショナルフック

と言えば、故意に打つフックショットという意味である。 

 

☆レイアップ（Lay up） 

グリーンまで距離が残っている場合などに、次のショットが打ちやすくなる

ように、またリスクを避ける安全策として距離を抑えて打っていくこと。 

例えば、グリーンまでの距離が２２０ヤード残っている場合に、直接グリー

ンを狙うのをやめて、得意距離の８０ヤードを残して、１４０ヤードのレイ

アップショットを選択したりする。 
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【ゴルフ名言集】 

 

☆名言その１ 

「球を遠くに飛ばすことより自分をコントロールすることが 

 勝敗に結びつくことを私はゴルフから学んだ」 

 

※これは、１９６０年代～９０年代に活躍したアメリカのプロゴルファー、

ジャック・ニクラウスの言葉です。 

ゴルフをしていると、自分をコントロールするって本当に難しいなぁと思い

ます。 

プレー中に、「力を抜いて！」と自分に言い聞かせれば言い聞かせるほど、 

力が入ってしまったりして… 

練習で体をコントロールする術を習得しながら、心も自分の思う通りに 

コントロールできるようになりたいものです。 

 

☆名言その２ 

「私は試合でも練習であっても、 頭の中でこれから打とうとしている 

ショットのイメージを明確に描いてからボールを打つようにしていた」 

 

☆名言その３ 

「私はイメージの中でパットをミスしたことはない」 

 

※これも、ジャック・ニクラウスの言葉です。 

頭の中でイメージするって、とても大事なことなんですね。 

 

☆名言その４ 

「届かないパットは絶対にカップインしない」 

 （ネバー アップ ネバー イン） 

 

※これは、１９９０年代から今なお活躍するスーパースター、 

タイガー・ウッズの言葉です。 

滅多にないバーディーパット、「カップに入れたい！」という気持ちと、 

「ボールがカップを通り過ぎるのが怖い！」という気持ちが交差して、 

ついつい弱気になってしまいがちですよね。狙いを定めたら覚悟を決めて 

潔くパットしたいものです。 
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☆名言その５ 

「できる限りのことをしている 

 しかし、ときには自分の思うようにはならない 

 ものごととはそういうものなんだ」 

 

※これもタイガー・ウッズの言葉ですが、ゴルフだけではなく、人生にも 

通ずる名言ではないでしょうか。ゴルフも人生も、「流れ」のようなものが 

あって、何をしても上手くいかない時があると思います。そんな時は、 

ジタバタせずに、この言葉を思い出しながら心を穏やかにして、良い流れが

くるのを待ちたいですね。 

 

☆名言その６ 

「いいかい、ゴルフにも、人生にも 近道なんてないんだ 

 一生懸命努力するしかないんだよ」 

 

※これもタイガー・ウッズの言葉です。天才と呼ばれた彼でさえこう言って 

いるのですから、私たち一般プレーヤーは、一生懸命やるしかないです！！ 

 

☆名言その７ 

「ボールをカップに入れるのはパターだけであるのに、 

 なぜパターの練習はおろそかにされるのだろうか」 

 

※これは、１９５０年代に活躍したアメリカのプロゴルファー、ジャック・

バークの言葉ですが、これを聞いた時には、私に言っているのかと、 

ドキッとしました。本当にその通りですよね。ゴルフは、ボールをカップに

入れるスポーツなのに、その練習を一番さぼってしまっていることに改めて

反省です。 

 

☆名言その８ 

「ゴルフでは次のショットが一番大事である」 

 

※これは、１９４０年代～５０年代に活躍したアメリカのプロゴルファー、

ベン・ホーガンの言葉です。目の前の一打を大事にした方がいいのは事実 

ですが、その一打を重要視しすぎるとかえってプレッシャーがかかって 

しまいます。ゴルファーは、毎回いいショットが打てるわけではないので、

ミスショットをしても次が大事、と考え続けるとそのミスを引きずらない 

プレーができるはずという意味だそうです。 



8 

 

☆名言その９ 

「練習を重ねるたびに運が上がる」 

 

※これは、１９５０年代に活躍した大人気ゴルファー、 

アーノルド・パーマーの言葉です。彼の名前は、傘マークのブランドとして

も有名ですよね。これを聞くと、「運も実力のうち」という言葉にも頷けるの

ではないでしょうか。 

運を引き寄せるために、皆さん、一緒に練習に励みましょう！！ 

 

～～ここまでがゴルフの用語集＆名言集です。 

ゴルフの上達には、メンタルを鍛えることも重要なポイントになるようです。 

偉大なプロゴルファーたちの名言によって、ほんのちょっとでも考え方を変

える良いきっかけになればいいですね。～～ 

 

◆第１５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 第１５回通常総会の

開催 

■開催日時：平成３０年５月２９日（火）午前１０時～１２時 

■開催場所：日本ライトハウス情報文化センター ４階４０１号室 

■出席者数：５９名（委任状出席者３７名を含む） 

■現在の正会員数：８６名 

（ブラインド会員３３名、ボランティア会員５３名） 

 

【議長の選任】 

平井 啓一が満場一致で議長に選任された。 

 

【議事録署名人の選任】 

鎌田 修と曽余田 兼代が満場一致で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２９年度事業報告書 

 第２号議案 平成２９年度活動計算書 

 第３号議案 平成２９年度貸借対照表 

 第４号議案 平成２９年度財産目録 

       平成２９年度事業及び決算監査報告 

 第５号議案 平成３０年度事業計画書(案) 



9 

 

 第６号議案 平成３０年度活動予算書(案) 

 第７号議案 定款の変更 第４８条（公告） 

 第８号議案 役員の改選 

 

【その他報告事項】 

（１）第１４回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会開催 

（２）平成３０年度枚方市 NPO 活動応援基金の補助金交付決定 

 

【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、それぞれ担当理事が読み上げた。 

 

次に、監事から事業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号議案から 

第７号議案は承認された。 

 

第８号議案について、議長は、任期満了により全役員の辞任に伴い役員の 

選任方法及び立候補者を求めた。暫時の後、橋本会長から「推薦案がありま

すので、読み上げてもいいですか？」との申し入れがあった。 

議長が可否を図ったところ、全員異議なく賛同したので、議長が橋本会長の

推薦案、理事１２名、監事１名の名前を代読した。 

議長は審議を求めた後、承認を図ったところ、全員異議なく承認し、以下の

理事及び監事が選任された。 

理事 石川 春男（新任）上坂 喜幸 岡 利衣子 鎌田 修 上山 隆義 

河村 宗治 阪崎 秀雄 曽余田 兼代 橋本 富雄 原田 義一 

  平井 啓一 松田 直樹 

監事 大迫 務 

※石川理事以外は、全員留任 

 

ここで、議長は１０分間の休憩を告げ、その間に選任された理事１２名は、 

別席で定款第１２条第３項に定める理事を互選した。 

その後、議長は理事の役職名と名前を読み上げた。 

定款第１２条第３項に定める役職に互選されたのは以下の者である。 
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 会長  橋本 富雄 

 副会長 平井 啓一 上山 隆義 

 事務担当理事 上山 隆義（兼任） 鎌田 修 

 会計担当理事 阪崎 秀雄 

 

最後に、その他事項（１）及び（２）について、担当理事から報告があった。 

 

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１５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。 

 

◆２０１８年度 各大会の報告◆ 

 

☆第１４回ブラインドゴルファー競技大会 

実施日：２０１８年４月１８日（水） 

場所：樟葉パブリックゴルフコース 

参加人数：５０人（全盲５人、弱視１９人、ボランティア２６人） 

 

【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  ７３ ６６ １３９ ５７.２２ ８１.７８ 

準優勝 木本 敏博  ７７ ７９ １５６ ６８.１７ ８７.８３ 

第３位 生長 善治郎 ７９ ８１ １６０ ７２.００ ８８.００ 

 

＜弱視クラス＞ 

優勝  伊藤 米市  ６１ ５８ １１９ ４３.８３ ７５.１７ 

準優勝 山地 伸幸  ５７ ５７ １１４ ３７.７４ ７６.２６ 

第３位 竹田 武夫  ６１ ５２ １１３ ３６.５２ ７６.４８ 

 

☆第１５回ボランティア会員親睦ゴルフ大会 

平成３０年６月６日（水）にくずはパブリックゴルフコースにて 

実施予定でしたが、悪天候のため中止となりました。 
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☆第１４回大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会 

実施日：２０１８年９月１４日（金） 

場所：樟葉パブリックゴルフコース 

参加人数：９４名 

（全盲７名、弱視２２名、一般２８名、ボランティア３７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  木本 敏博（ＯＢＧ）７２ ７０ １４２ ６５.７４ ７６.２６ 

準優勝 山本 徳丸（福井県）７１ ６９ １４０ ５８.４４ ８１.５６ 

第３位 室 慎吾（ＯＢＧ） ６９ ８３ １５２ ６４.５２ ８７.４８ 

 

＜弱視クラス＞ 

優勝  竹田 武夫（ＯＢＧ）５４ ５９ １１３ ３６.５２ ７６.４８ 

準優勝 吉田 明仁（福岡県）５４ ５３ １０７ ２９.２２ ７７.７８ 

第３位 樫原 隆（ＯＢＧ） ６０ ５８ １１８ ４０.１７ ７７.８３ 

 

＜一般クラス＞ 

優勝  神田 律   ４７ ４９ ９６ ２６.７８ ６９.２２ 

準優勝 鴻田 弘行  ４０ ４２ ８２ １２.１７ ６９.８３ 

第３位 曽余田 桂司 ３９ ４３ ８２ １２.１７ ６９.８３ 

 

～～ここからは全盲クラスで、昨年度の優勝に引き続き、 

二連覇を達成されました木本敏博さんのコメントです。～～ 

こんにちは、ＯＢＧ会員の皆さま、京都の木本敏博です。 

日頃は、事務局、並びにボランティアの方々には 

何かと大変お世話になり、ありがとうございます。

感謝いたしております。 

９月１４日(金)第１４回大阪視覚障害者親睦 

ゴルフ大会におきまして、皆さんと一緒に 

ラウンドできる事だけでも嬉しいのに、全盲の 

部で昨年度に引き続き優勝できました事を大変 

嬉しく思っています。 

今大会も午前中は、小雨模様で前半は、苦労して

いたなあと思い出していました。 
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おかげ様で、またハンディに恵まれましてラッキーな優勝でした。 

このオフには、多くの課題を一つ一つクリアできるように練習に取り組んで 

おりましたが、なかなか成果はでません。でも、常に向上心をもって、 

しっかりと練習に励んでいきたいと思っております。 

いよいよゴルフシーズンに入り、まだラウンドした事のない武庫ノ台ゴルフ

コースで４月１７日（水）のブラインドゴルフ大会には、是非参加したいと

思っています。 

皆さんとお会いして、一緒にプレーできるのを楽しみにしております。 

今年１月に古希を迎えましたが、これからも楽しいゴルフライフを過ごせる

ようにと願っております。今後共よろしくお願い致します。 

 

～～ここからは、弱視クラスで優勝されました竹田武夫さんの 

コメントです。～～ 

 

第１４回親睦大会で優勝させていただいた、竹田武夫

です。同伴競技者の、中山財団湯川様、松前様そして

パートナーの大迫様と楽しくプレーすることができた

結果と感謝しております。 

ＯＢＧに入会して１０年になります。 

当大会は私にとってとても相性が良く、ダブルペリア

方式でありながら、毎回３位以内に入賞していますが、

優勝がなく、この度の優勝は感無量です。 

私は、網膜色素変性症です。４０才の時、成人病検診

で同病気の疑いがありと診察され、眼科医に告知を受けました。 

５８才位から同病気の特有の夜盲と視野狭窄の自覚症状が始まりました。 

ゴルフは入社以来しており、約５０年のゴルフ歴です。 

ゴルフはスポーツの中で唯一のハンディキャップのある競技で、ハンディを 

貰ったり渡したりして、チョコレート（？）を賭けてゲームを楽しんでいま

した。 

徐々に視覚が悪くなるに従い、私のゴルフは下手になり、負け続けました。 

ゴルフ仲間から見かねて、もうにぎる(賭け)はやめようと言われた時は、 

ショックと悔しさで、私のゴルフはこれまでと思いました。 

６１才の頃、ブラインドゴルフのあることを知り、インターネットで調べた

結果、ＯＢＧに出会い、現在に至っております。 

これからも、精進し相棒のマーチとゴルフを楽しみたいと思っております。 

 

～～木本さん、竹田さん、優勝おめでとうございました！～～ 
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◆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１２０回練習ラウンド 

実施日：２０１８年５月１６日（水） 

場所：くずはパブリックゴルフコース 

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＞ 

坂本 信雄  ６８ ６４ １３２ 

木本 敏博  ６８ ６７ １３５ 

生長 善治郎 ７７ ７６ １５３ 

 

＜弱視クラス＞ 

上坂 喜幸  ５６ ４９ １０５ 

石川 春男  ５７ ５１ １０８ 

伊藤 米市  ６１ ４８ １０９ 

 

◎第１２１回練習ラウンド 

２０１８年６月２０日（水）にくずはパブリックゴルフコースにて 

実施予定でしたが、悪天候のため中止となりました。 

 

◎第１２２回練習ラウンド 

実施日：２０１８年１０月１８日（木） 

場所：武庫ノ台ゴルフコース 

参加人数：２９名（全盲０名、弱視１４名、ボランティア１５名） 

 

＜弱視クラス＞ 

橋本 富雄  ５７ ６１ １１８ 

曽余田 兼代 ６８ ６２ １３０ 

樫原 隆   ６７ ６４ １３１ 

 

 

 

 

 



14 

 

◎第１２３回練習ラウンド 

実施日：２０１８年１１月２１日（水） 

場所：武庫ノ台ゴルフコース  

参加人数：２８名（全盲１名、弱視１３名、ボランティア１４名） 

 

＜全盲クラス＞ 

坂本 信雄  ７８ ７４ １５２ 

 

＜弱視クラス＞ 

竹田 武夫  ６４ ６０ １２４ 

橋本 富雄  ６５ ６１ １２６ 

上坂 喜幸  ６３ ６６ １２９ 

曽余田 兼代 ６５ ６４ １２９ 

 

◎第１２４回練習ラウンド 

実施日：２０１９年３月２０日（水） 

場所：武庫ノ台ゴルフコース  

参加人数：２９名（全盲１名、弱視１２名、ボランティア１６名《内２名は 

         プレーヤーとして参加》） 

 

＜全盲クラス＞ 

坂本 信雄  ７５ ７１ １４６ 

 

＜弱視クラス＞ 

上坂 喜幸  ６４ ５３ １１７ 

伊藤 米市  ６７ ６１ １２８ 

橋本 富雄  ６４ ６６ １３０ 

曽余田 兼代 ６８ ６２ １３０ 
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～～ここからは、ボランティア会員の田中能文さんが、私たちブラインド 

プレーヤーに向けて書いて下さったアドバイスをご紹介します。～～ 

 

＜ゴルフスイング ショットにおける重要な３つのポイント＞ 

 

＜イントロ＞ 

ゴルフとは、狙った地点に少ない打数でボールを届けること。 

そのために私が考える、フルショットの場面における 

重要ポイントを３つ書いてみます。 

 

１．打球の方向はアドレス時の肩の方向が決める。 

 

ボールの打ちだし方向を決める要素は、アドレスとインパクトでの肩の方向

である。 

まず、アドレスで決めたボールの飛球線に平行に肩をセットする。 

あるいは 肩のラインが飛球線に平行になっている。 

その平行線のイメージを、スイング中に脳の中に描き続けることが大事です。 

ダウンスイング中もイメージを持ち続けること。 

アドレスした時の肩ラインの方向にボールは飛んで行く。 

飛んで行く方向をスイング中イメージし続けること。 

肩の方向をイメージできたとして、次のポイントは肩を回すことについて 

です。 

 

２．バックスイングは肩をボールの位置まで回す。 

 

バックスイングのトップでは肩をボールの位置まで回すこと。 

肩がボールの位置まで回らないと十分なバックスイングができていないし、 

ダウンスイング開始までの時間が不足します。（結果、打ち急いでしまう） 

肩はボールの位置までは回すことがバックスイングのポイントです。 

肩が回った位置からダウンスイングに入りますが、 

次のポイントは両膝の動きです。 

 

３．ダウンスイングで両膝をくっつける。 

 

アドレス、バックスイングトップで両膝は離れていますが、 

ダウンスイングからインパクトにかけては両膝を近づけていきます。 

膝と膝がインパクト以降は前側の膝にくっついていくという事です。 
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クラブのヘッドをアドレスの位置に戻すのは、手や手首のローテーション 

ではなく、両膝をくっつけにいく動作の結果として行なう。 

脚、腰、肩がアドレスの位置に戻ってくる動作でクラブが降りてきて、 

フェースが戻って（ローテーションして）きます。 

クラブヘッドを戻す動作＝フェースローテーションは、下半身が主体で 

腕や手首はインパクトの近くで少しだけ、自然に動くという事です。 

 

以上３つのポイントをまとめますと、 

１．打球の方向はアドレスから始まるスイング中の肩の方向を 

イメージし続けること。（肩の方向にボールが出て行く） 

２．バックスイングは肩をボールの位置まで回すことで、 

ダウンスイング以降の時間を確保する。（体のねじりだけでなく、 

早打ちしないための時間の確保が必要） 

３．ダウンスイングでは両膝をくっつけることで、フェースが戻ってくる。 

フェースローテーションは下半身中心で行い、腕や手ではフェースを 

返さない。 

 

以上３点をショットの時に毎回確認し、実行できれば、ボールを狙った 

ところに運べると思います。 

 

＜追伸＞ 

①パットにおける距離感と方向性 

②アプローチにおけるアドレス、打ち方、方向性は、上記のショットの 

ポイントとは違いますので、あくまでもフルショットの重要ポイントとして 

参考にしてください。 

 

～～田中さん、とても参考になるアドバイスをありがとうございました。 

名言にもありましたが、イメージするって大切なんだなと改めて感じました。 

下半身主体の動きは難しそうですね。私はまだまだ出来ていないなぁと思い

ました。 

皆さん、出来ることから少しずつでも練習に取り入れていきたいですね。～～ 
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◆２０１８年ブラインドゴルフ親善大会 in 九州◆ 

 

５月２１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。 

当日はお天気にも恵まれ、絶好のゴルフ日和！！ 

そんな中、弱視部門で上坂喜幸さんが 

準優勝に輝きました。 

上坂さん、ボランティアパートナーの 

鎌田さん、おめでとうございました！！ 

 

 

 

 

◆ＯＢＧ忘年会◆ 

 

日時：２０１８年１２月２日（日）１２時～１５時 

場所：京橋・北京料理「大北京」(イオン３Ｆ) 

参加人数：２６名 

 

～～恒例となりました「大北京」

での忘年会、今年も美味しい 

お料理をいただきながら、会員 

同士の楽しい交流ができました。 

これまた恒例の自己紹介では、 

一年のゴルフを振り返っての 

反省や来年に向けての目標など、 

それぞれのゴルフへの思いを 

語っていただきました。 

 

 

そして、岡さんには今年もフルートを 

演奏していただき、涼やかな音色に 

和ませていただきました。 

岡さん、今回もありがとう 

ございました！！～～ 
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◆編集後記◆ 

皆様、こんにちは♪♪ 

今回「かわらばん№４１」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、木本敏博さん、竹田武夫さん、 

ご協力いただき、どうも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。 

今回は、ゴルフの用語や名言を紹介させていただきましたが、 

掲載するにあたり、私自身も知らなかった用語がたくさんありましたし、 

色々な名言に出会えて、これまでとは違う角度からゴルフに向き合えた 

ような気がします。心に残った名言を胸に刻んで、練習にも励み、 

皆様と一緒にゴルフを楽しめたらなぁ～と改めて思っています。 

 

それでは、次回の「かわらばん№４２」もお楽しみに！ 

 

                             《完》 
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～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－ １ ８

（橋本方） 

     電話：０９０－４３０３－ ３ ３

８０ 

     E-mail ：

info-obg@freeml.com  

ホ ー ム ペ ー ジ ：

http://obg.sports.coocan.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


