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練馬稲 門会 ゴル フ部会会報

ゴルフ部会会報 の発刊にあたって

部会長

号

中島 晴喜 (S33商 )

練馬稲門会サー クル活動 としての ゴルフ部会は、結成以来約 15年 が経過 いた しま した。
そ して近年は会員各位のご協力により、「月例 コンペJも 回数を重ねるごとに盛会にな り、
ご承知 の ように昨秋 9月 には第 100回 目の記念 コンペ を開催することが出来、ご同慶 の至
りです。そ して 100回 を記念 して、写真 のよ うな旗 を新調 しま した。
さらに当ゴル フ部会 として一層 の コ ミュニケー ションを図 り、盛会を期すために、標記 の
「会報誌 (ね りと うGOLF)」 の発刊を企画す
る運びにな りま した。発行は例会がお休み
の 2月 、8月 を予定 しています。会員 の皆様には今後 とも月例 コンペ 同様、原稿 の寄稿など
にご協力いただきた く、そ してこの会報誌が会員 の情報誌 として末永 く愛 されるよう、お願
い 申し上げる次第です。

2009年

前 半 の 月例 コ ンペ 予 定

詳細 につい ては 、改 めて ご案 内 します が 、現在 の ところ下記 を計画 しています。
第1
第1
第1
第1

04回
05回
06回
07回

3月 24日 (火 ) 日高カ ン トリー
4月 14日 (火 )石 坂 カ ン トリー
5月 14日 (木 )鳩 山カ ン トリー
6月 上旬 、北海道 で開催す べ く計画 中
[1 ]

ね りとうゴル フ

第

100回 記念 コンペ に優勝 して
高崎 龍介 (S39蘭

調支6年 10月 に力畿豊岡コースで第 1回 が
開かれ、鶉文 20年 9月 に第 1∞ 回を迎え7̲llr
馬稲門会の記念すべき月例 コンペに、全く図ら
ずも倒勝の栄誉を授かり、誠にありがたく感激
していま魂
これも長きに亘りこの会を継続されてきた諸
先輩の努力の賜物であり、また当日車で送迎し
てくださつた武田さメ
レ
や、同じ組で楽しく気持
レ
ー
ちよくプ
させて くださった田中さんご夫妻
や鈴木千代子さんのお陰と、
感謝申し上げま丸
当日のプレーを振 り返ると本当に恥ずかしい
スコア (調 戎 20年 のワース ト2の グロス)で
ペ リアで実施された最後の月例
したが、ダフレレ
ハ
で ンデホールに助けられ、256も のハンデに
意まれ、準回勝の清水さんと￨よネット01の 差
でした しかも 100回 を記念して行われた 競
馬"で も3‑6を 当て、当選金をいただくとい
うダブルのハ ッピーで した その上、loo回 を
記念して中島カ レフ部会長が用意された大きな
個勝カップに名前入 りの リボンを飾る栄誉もい
ただきました
省みますと、練専稲門会 う レフ部会には平成
15年 に初参加させてもらいましたが、調成 17
年 9月 にやはり同じ霞ヶ関CCで 初飼勝してい
ることを見ると、コースにも恵まれたといえま
しよう。 100回 の中で2回 しか開催されていな
い霞ヶ関で2回 とも倒勝したのですから。

[2]
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その結果、ハンデ戦になってからは 13と い
う立派なハ ンデをいただき苦戦 していますが、
加齢に負けないよう精進 して、ハンデ戦でも再
び栄誉をいただけるよう努力いたしますので、
今後ともよろしくビ指導ください。

第

101回 優 勝者
戸潮

催久

(S39疏ロ

2008年 10月

9日 、 日高カン トリークラ
ブで開催 された第 101回 月例 コンペでアンダ
ーハンデの下、79ス トロー クでベスグロ倒 勝
す ることが出来ま した これはたまたま調子の
波が上向きの時であ り 10月 にはコンペが 4
回入 つてお り、
結果的には優勝 2回 あとは 3位 、
5位 に入賞致 しま した。
しか しなが ら
フコンペ には運が必要であ
'レ
り 他 の参加者の調子および当日のツキに左右
され ることが大であ り 私にとってはラッキー
な 10月 で した また第 100回 月rlコ ンペ よ
り参加者全員に入賞のチャンスをつ くるべ く、
レペリア方式よリアンダーハ ンデ方式に変
ダブ′

更 されま したので、私 も今後 2年 間は/ヽ ンデ 5
での闘い となるため、ウォーキングによる体力
の維持および練習 による技術の 向上を図 り、入
賞 を目指 して頑張 りたい と思いますので、 ご支
援のほ どよろ しく月顧いいた しま丸

ね りと うゴルフ
第

102回 優 勝 者

第
鈴木 修

103回 優 勝 者
TI嵐

(S41締

リ カン トリー
平成 20年 11月 13日 、′
」
クラブで第 102回 のり
1例 会が 14名 の参加の
もとで行われ ■した.
私は妻 と一十
者こひさしら:り に倒会 二参加 させ
ていただいた ところ
島晴■部会長の こ酒Jま
による (?)日 いハ ンデ ィのお陰で 優勝の栄
誉に裕する ことがで き■した。心優 しい高1崎 青ヒ
介先輩 大学時(0こ 同 じゼ ミで つた徳 田浩平
さんが同伴者でま,っ たことが 優勝 した t,つ と
も大事な要L・ であつたことも申し添えます
flは 純 弓稲門会の活動には、何 つ 世言 tき
活動を していなtヽ こも拘わらず、 ゴルフ割i会 を
つ
1■ じめ様 々な企画●
お誘いを受け、そ して 気
ままに参加すればいつ も温かく迎えて くれ るn4
馬稲門会に つ くづ くあ りがた さを感 じてお り
ま―
■
月llコ ンペ に ま今後 も出来る限 り参加 させて
いただきたい と思 つてい
ので、よろ しくお
=す
順 1ヽ します ‐
tt●

.

f・
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1'三

(S38商

,F年 から十
tu.稲 門会に入会 させていただ き
くを楽 しみに参力‖
ま した.月 例 コン´
いた してお
りま￨■ この会が 100日 を超えていることに
驚 きま した.中 島吉F会 長は じめ卓
↑事の方々の ご
と
￨デ
努力に敬意 感謝を中し
■■
,長 いサラ リーマン生活
■は ,1イ Ti 4 51i問 ′
を卒業 しま した、 ゴル7人 女,き 人間ですが 1苑
T4し ません,文 字通 りの
高 まい くらや つて も
「
「 ド手の横好 き:で →1
,ま 、たくさノ
レハ ンデ をいた
今回優勝できた´
だいた ことと、 こ一緒の組でラウン ドいただい
た■津川様、石■様′)お 力ヽ
ずでヽ お 方のす
「
レ
ばらしいブ イに一̀L懸 命になつてついてい
き
ました.優 勝できま した こ―
と とて もうれ しく
感 じてお ります
20091■ t 隼 ゆつくつと青 ■に歩んで
もう少 し :Liで きるよう身体を鍛え 練習に励
みたい と思つてお りま」■「月例 コンペJこ 1来
.

る限 り参加 させていただ きますので 本年 もよ
ろしく,Лtttヽ 中 しあげ■ ,■

通 算 100回 コンペ を振 り返 つて
データ1
データ2

コンペ参 加者 数 :総 数 1

796名 (1回 当た り平 均 18名
回数毎のコンペ参加者上位ランキング
① 48名 (06329水 )+79鳩 山CC 浦和と合同
② 46名 ('01 625火 )キ 41石 坂CC 豊島、文京と合同
040名 ('075 8火 )+90狭 山GC 早慶対抗、小平と合同
④ 38名 ('05913火 )#74霞 ヶ関CC早 慶対抗
⑤ 35名 ('066 7水 )#82高 坂CC 豊島、大田と合同
032名 ('041015金 )■ 67高 根CC 定例コンペ
032名 ('085 13火 )#98飯 能グリーン 早慶対抗
⑧ 30名 ('056 3金 )■ 73飯 能グリーン 早慶対抗
)
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レフテ ィー の悩 み

知 睾 酉二

(S30文
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)

大学に 18ホ ールの コースがあった。遠慮が
一般に、 ‐ レフは全てにおいてた利きに不利

ちに レフテ ィーであると告げると、い と容易と

であるとい うことで 左利きの人で も右打ちに

ばか リクラブを用意 してくれ、米国では左利 き

している人が多￨、 私は 1964年 頃か ら

の人が多いので左用のクラブが入手 し易いこと

フを始め、 これまでずっと左を通 してきたが、

がわかつた.以 来、長い間、 クラブ￨ま 米国で求

クラブ以外の ことではさほど痛痒 を感 じていな
い。何 といつてもクラブの選撫 こ1頭 力ゞ
痛 い。

めることにした。 したがって PINと か CAL

'レ

LAWAYを 使 うことが多かった。中で も今は
ない PINの クラブで、囀■ 様でまだ左用がで

● レフを始めた当初 メーカー も限られてお り、
主流は米国製であつたが、flは 自分の身体に合
わせ て、ハーフセ ッ トのみを作つて もらつた。

きていない とき、その 1号 が 日本に送 らオLて き
たが、それが赤色のカーボン シャフ トで、こ

当時は既製l早 ,よ り作る方がむ しろ主流であつた
よ うな その頃はウッ ドの 1, 3番 共パーシモ

れだけは今 も大切に保存 している。

ンであった。 このクラブ以降 3代 目くらいの も

この ところ専 ら、ダンロップの XXIOを 愛川

のは手元にはな,、 どれ も希少な後輩 の レフテ

している。私 もう レフの出来る最終世千
Чこ入 り
つつあるが、年 と共にウッド クラブを多 く人

近年は 日本でも左用の ものが増 えているが、

ィー達に譲 つて しまったか らである。
その後 う レフの普及 とと に、クラブの種

れ るよ うになったが、番手の多い左用がないの

tゝ

類 も多種多様になつたが、国産の生用の もσ,ま

ヽ

が悩みである.

︱ 〜 ′
′ ６

それ程なかつた。 1970年 の春、米国の コー
ネル大学を訪間 した折、面倒 を見てもらつた学
長ft書役から、至1着 早々にう レフに誘われた。

通算 100回 コンペ を振 り返 つて
データ3

開催 コース別 上 位 ランキング
①鳩 山 CC(8回 )

データ4

②石坂CC(7回 )
③おおむらさきGC(6回
地域卿1開 催数
①埼玉 (88回 )
②茨城 (3回 )
③栃木 (2回 )

ァータ5

④岡部チサン(4回 )
④武蔵富士CC(4回 )
④武蔵松山CC(4回 )

)

④東京 (1回 )
④群馬(1回 )
④千葉 (1回 )

④海外 (5回 )

海 外コンペ開催地域
① ワイレアGO(ハ ワイ・マウイ島)
② ベトナム CC(ホ ーチミン市 )
③ キングフィッシャーGL(サ イバン島)
④ 台湾CC(旧 淡水 コース)

⑤亜龍湾GC(中 国・海南島

)
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ゴル フと私

遇

敏子 (S32Ю

ゴルフ雑感
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清水 晃 (S34理工 )

フを始めたのは 30年 以上前のこと

会報誌 の発刊 、おめでとうビざいまり、 発刊

で、
まだ女 性教室の レッスン等が無い頃で した
う レフを続けるのに自動車の運転の必要を感 じ

を機に会員同士の友好がますます深ま り 楽 し
いプ レーが出来れば幸いでt

私が

'レ

て、夫の許 しを得たので丸

ゴルフを勧めた手
ラ レフの

0年 が経つて しまいま した 飛ばす人がアプ ロ

自動車に乗ることにより、友

ーチでつまづいた り、アプローチの上手な人が

前、許 さざるを得なかったようで丸
楽 しさに加えて

⇒ レフが持つ不 思議な魅力 に取 り付かれて 4

飛ばせなかつた り、カ レフ とは面白いもので丸
しか し最後は寄せ とノヾッ トが スコアをまとめる

人関係 も行動範囲 も広が りま した。
川越 グリーンクロス と寄居 カン トリーを買つ

コツのよ うで二

てせつせ と通 つていた頃に、塩田さんの訪間を
受けま した 練 馬稲門会の開拓をするためにオ
ー トバイに乗 って何度も来て くだ さいま した

あと 1年 で後期高齢者になるので、毎年飛距
離の低下￨む 脳んでいま九

しか し言い訳 と愚痴

そ して 先ず夫の心を動か して くだ さつたので、
この楽 しいゴル フ部に入ることが出来ました。

であ りたくな0、 飛ばないのは
道具が己に合わないせいだとい うことに してい

それか らは都合がつ く限 り出席 して楽 しませ
‐
てもらっていま 九 どなた と組んで も、みなさ

ま丸 昨年の月例会で石渡先輩にご教示いただ
いた ドライバー を早速購入 して使用 していま し

ん思￨や りがあつて、お上手で、 しか も学校に
対する誇 りと愛情で しっか り結ばれているので、

たが、またも己に合わなくなつてきま した。 さ
らに得意のパ ッ トまで入 らなくな り、暮 と口こパ

とても層 心地が良いので丸

このお世話を一手

ターを新調 しま した 早 くコース● 剣用したい

に引き受けていらつ しゃる中島 さんは、並大抵
のビ苦労ではない とお察 しして、感謝の気持ち

と思 つているこのごろで丸
「年をとつた ら道具ですよJの ア ドバイ スを

でいっばいで九

大事に、今後 もカ レフと共にメ上 を楽 しんで生

また、ご通 所の野田さん、牛山さん、縫村さ
んは車を出 して送 り迎 えを してくだ さいますの
で

とても助 かつていま九 最近私はどの会 で

も高齢 のほ うですが、この練馬稲門会には 80
歳を過 ぎても赫灼 としていらつ しゃる三宅 さん
がいらつしゃいますから 常に励まされ元気を
いただいていま丸
このところ中島さん、日中さん、鈴木 さん、
長野 さん、小松 さんの奥様方も出席 して くだ さ
ることが多 くなつて嬉 しいでt幹 事 さん方に
はお世話をお力￨サ しますが、今後 ともよろ しく
お願いいた しま丸
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ばか りの高賭

きたい と思 っていま丸

ね りとうゴル フ
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あと 20年 続 けられるか
小島 滋 (S48社 会)
ゴルフを始めたのはいつの頃か らか ?

場があるか ら一緒にブ レイ しようと,ヽ うことに
な り、何 も考えずにOKし た そのゴル フ場は

たし

か学生時代はや っていなかつた と思 う。 きつい

サンフランシスコの南にあ り 海岸線を うまく
利用 した ‐7レ フ場 とのこと。敷地内のザ ロッ

練習や試合の合間にカ レフな どできや しな0、
いや う レフ 自体、何たるかを知 らなかつた。知

ジに宿泊 し、次の 日プ レイ した。そ こがペブル

つた としても、おや じがやる遊びぐらしヽこしか

ビーチ ⇒ レフ リンクスで、全米で憧れの ゴレレフ

考えていなかった 初めてのう レフは、社会人

場だと知 つたのは後のことたち もっ と楽 しくゴ
ルフをすればよかつた もつとスコアが良かっ

になって会社の人と川崎あた りの河 敷でや っ

た ら、コースをしつか り覚えていればよかった。

たの力、 親父に連れ られて 栃木 の山の中にあ
か
るう レフ場でや ったの力■ ではない。 ￨ヽ ずれ

なんとももつたいないことを した 残念である。
ただ半島に突き出た旧 17番 ホールは、なぜか

にして もたい した練習 もせず、いきな り行 つた
記憶がある。 スコアは覚えていない。

印象に残 ってい る。
⇒ レフは年をとっても出来るスポーツた

会社を辞めて店を￢宏うようになつて、時々
う レフを していた。 といっても、いわゆるツキ
イチ ■ レフ程度である。あるとき知 り合いのM

に回れれば最高だけれ どt,、 あと20年 続けな

氏が、ちなみに慶応のゴルフ部OB レス トラ
ンの視察にアメリカに行かないか と誘 つて くれ
たので行 くことに した

こ

の先も続けようと思 つている。後は宮子 と一緒
ければだめれ

どうせな らいい ● レフ
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