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平成３０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。
☆第１２２回ＯＢＧ練習ラウンド
◇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/
◇とき：１０月１８日（木）
◇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。
プレーヤーは、障害者手帳を必ず提示して下さい。
ボランティアで、ロッカーを利用希望の方は、フロントでお申し出ください。（無料
）
◇集合：９時１５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）
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９時５５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 1,0
00 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。
◇コースは山岳コースとなるため、ボールを失うことが多々あります。少し多い目に
ボールを持参されることをお勧めします。

◇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賜
り、練習ラウンドを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（９時５５分スタート）
１組 山地 伸幸（山地 みよ） 伊藤 米市（★山西 保夫）
２組 樫原 隆（★原田 義一） 村田 雅男（中村 健吾）
３組 青田 和代（★阪崎

秀雄） 岡 利衣子（米井 勲）

４組 上坂 喜幸（内堀 昇吉） 平井 啓一（★鎌田 修）
ＩＮ（９時５５分スタート）
５組 河村 宗治（黄前 俊明） 藤本 くにゑ（★丸谷 譲）
６組 曽余田 兼代（上地

勉） 桂 文子（★上山 隆義）

７組 徳原 貞夫（★田中

能文） 橋本 富雄（溝口 秀美）

◇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。
◇特別ルール
６インチプレース可です。ルール通りプレースしてください。
アンプレアブルを宣言する場合もルール通りに動かして１打付加してください。
パーの２倍でグリーンオンしなかったときはピックアップ。
ピックアップした方はグリーン上のワンピンの位置からパットしてください。
パットはワングリップ又は３パットでＯＫ！ＯＫ！の時はプラス１してください。

《事務局からのお知らせ》
☆１１月に実施する第１２３回ＯＢＧ練習ラウンドへのエントリーについて（再掲載
）
ＯＢＧでは、くずはゴルフ場工事に伴い、１１月の練習ラウンド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。
くずはゴルフ場と比較すると遠くなることになりますが、過去に琵琶湖でのラウンド
の経験から比較しますと結構便利なゴルフ場と言えると思います。
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。
○１１月２１日（水） 第１２３回ＯＢＧ練習ラウンド
エントリー期限：１０月１８日（木）・・・期限を変更しました。
☆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
◇１２月２日（日） 京橋大北京
１０時３０分～ 平成３０年度第２回ＯＢＧ理事会
１２時～ 平成３０年度 OBG 忘年会
以上
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