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「奉仕を通じて平和を」 田 中 作 次

「元気をだして 声をだして 」 八 下 田 幸 三

副会長 須藤功一 幹事 駒形忠晴 副幹事 齋藤孝之

2012～2013 第 2521 回 25.2.12 例会場 於：㈱ｵｵｶﾞﾉ内 2F PM 12：30～

葛 生 ＲＣ ホームページアドレス http://www1.ocn.ne.jp/̃kuzuu-rc/ メールアドレス kuzuu-rc@luck.ocn.ne.jp

先週の例会で私が話した鰻屋のこと、以外に反響がありました。栃

木県南部・両毛地区には多くの鰻屋の名店があります。概ね老舗です。

時流に左右されないジャンルですが、タレは甘みを控え、やや辛口

で後味さっぱりの傾向がより強くなっていると思います。

2月 8日(金)産経新聞に大変ショッキングな記事が掲載されました。

個体数が減少し、絶滅危惧種に指定されたニホンウナギの稚魚のシラスウナギは昨年 12

月から始まった今期の漁でも各地で不漁が深刻で、｢3 年連続で極度の不漁｣と言われた昨

年の同時期の漁獲量を大幅に下回っているということです。今後 1～2 年養殖うなぎも高

値で取引されるということです。うな丼がさらに食卓から遠のくでは、大変心配です。

誕生祝 長島 徹会員

ベネファクター 八下田幸三会員

1. 新地区補助金の申請書(4 月 24 日締め切)

2. フランス・リヨンからの７名のＧＳＥ

5 月 30 日(木)～6 月 4 日(火) 第 9 グループに滞在

3. 2020 年東京オリンピック招致活動 パンフレット・エンブレム全会員に配布

会 長 挨 拶

会 長 報 告

会 員 表 彰
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1. 下期会の領収書をメールボックスへ入れておきました。

2. 横田滋・早紀江ご夫妻の講演会が

2 月 16 日 ホテルサンルート佐野で行われます。(佐野法人会より)

3. 田沼・佐野東 RC の週報及び佐野教育委員会の会報が届いています。

皆さん、今日は。プログラム委員長の谷君から、「田澤流のゴル

フ談義」と題して、卓話をということでしたので、何を話そうか

と色々迷いました。永井先生を初め、多くのシングルプレーヤー

の前で、私が技術面に関してコメントするというのは、大変、お

恐れ多いことと思いまして、別の視点から見た、ゴルフに関して

の話をさせていただきます。私も、１５年位前の依頼であれば、

勢いにまかせて、恥も外聞もなく、言いたい放題、自慢話をした

かも知れませんが、年老いた今、その気になれませんでした。ずいぶん、弱気になったもの

と、自分でも思います。そこで、今日は、「シングルへの道 １８ホール＆１９番ホール」

と題して、トレーニングを主体とした、ちょっと硬めな話をさせていただきます。まず、

１番ホール 足腰と体幹を鍛える

１．「ダンベルスクワットで足腰を鍛える」

４㎏のダンベルをそれぞれ片手で持って足を肩幅に開き直立し、次に背筋を伸ば

し、足の裏全体を地面に着けたままゆっくりと膝を曲げて体を下ろす。そして太も

もが水平になったところで静止し、元の位置に戻る。

[３セット、週に３回]

２．「大の字腹筋体操で斜め筋を鍛える」

大の字になって仰向けに床に横たわり、起き上がって右手で左足の親指に触れる。

床に戻ってまた起き上がり、今度は左手で右足の親指に触れる。次に右足を上げて

床に伸ばしている左手に触れる。そして最後に左足を上げて右手に触れる。

[毎日、１０セット]

更にうつ伏せになって背筋を２０回ほど鍛える。[毎日、１セット]

３．「膝上げ歩行で太ももを鍛える」

膝上げを意識して街やコースを歩くのは最良の足腰の鍛錬。[可能な限り常時]

２番ホール 瞬発力を鍛え、腰のキレを養う

１．「ドライバーの全力素振りを行う」

左足に体重を乗せながら、下半身を使ってヘッドを思い切り加速し続け、シャフト

が首筋や背中に当たるまで振り切る。[１０回３セットを週３～４回]

２．「ドライバーで全力でボールを打つ」

まず、ドライバーを８０％の力で振って、ボールを目標に向かって真っ直ぐ飛ばす。

フィニッシュで軽く首筋に当たる程度の余裕のあるスウィングをする。その直後に

同じ目標に向かって、今度は全力、１００％の力で振り切る。

[打球練習日で励行、各２０球]

卓 話 「シングルへの道 18 ホール＆19 番ホール」 田澤秀文会員

幹 事 報 告
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３番ホール インパクトで左腰を切る動きを身につける

１．「腰切り体操を日課にして腰を切る動きを体得」

インパクトからフォロースルーにかけては、腰は捻るのではなく切る。捻ると切る

では動きの早さが違う。空手で右手突きをする時、下半身の強い力を使って威力の

ある突きを繰り出すが、この時の動きは大変鋭いものです。このイメージが切ると

いう表現を意味する。

スウィングの構えをとって両手を胸の前で組む。まず、右足へ体重を乗せながら、

右股関節を深く入れ、右足で踏ん張ってトップの姿勢をとる。そして体重を左足に

移しながら、左膝を一気に伸ばして左足一本で立つ。[日課]

最初のうちは体をゆっくり動かし、腰の動きを覚える。慣れてくるとすばやく腰を

動かせるようになる。

４番ホール しなやかなカラダを作る 飛ばしには柔軟性が欠かせない

１．「真向法を日課にする」

第１体操 尻を床につけて座り、あぐらをかくように膝を折り、両足の踵を合せる。

両手で足をつかみ、背筋を伸ばして上体を静かに前に倒していき、１５秒

ほど数えて体を起こす。

第２体操 座位前屈。両脚をそろえて前へ伸ばし上体を前に倒す、

１５秒ほど数えて体を起こす。

第３体操 股割りに似ている。両脚を大きく広げて状態を前に倒す。

１５秒ほど数えて体を起こす。

第４体操 正座して足を少し開いて尻を床に落とす。そして状態をゆっくりと後に倒

して床につける。慣れると背中と両肩をべったりと床につけられる。両手

を頭上へ伸ばして１分間ほど深呼吸をする。

[以上の体操を合せて５分間ほど、毎日（できれば朝夕２回）実践]

¢ 注意点 体を曲げるとき息を吐く。起こすときゆっくりと息を吸う。

２．「前腕と手首のストレッチを日課とする」

右手人差指と親指の筋肉が、右腕の外側と肘に沿って右肩まで走っている強靭 な一連

の筋肉と結びついている。このため、右手人差指と親指を自由勝手にさせるとスウィン

グにならない。右手のグリップはフィンガーグリップである。力点の大部分をつかさど

るべき２本の指は中指と薬指である。左手は小指を右手は中指を意識してスウィングす

ると具合が良い。両手が滑らかに動き、方向性が良い。右前腕の柔軟性の重要性を意識

する。手のひらを後ろ向きにして床に両手を突き、少し体重をかけて手首を曲げる。加

えて前腕を捻る運動を行う。[日課]

５番ホール 平衡感覚を鍛える

１．「平衡感覚がスウィングを支える」

平衡感覚は４５歳を過ぎると急速に衰えるとはいえ、歳をとっても鍛えることがで

きる。目をつぶってボールを打つ。目をつぶってパットする練習をする。

[日常やラウンド通して]

２．「ローローボール」の連続跳びで平衡感覚を鍛える。[連続２００回が日課]

ローローボールは、バランストレーニングの定番。

６番ホール よどみのないルーティンを身につける

１．「自分なりのルーティンを練習を通じて確立する」

コースは勿論、練習場でも１球ごとにルーティンを行うことにより、常によどみの

ないルーティンができ、滑らかな動きとミスショットの軽減につながる。
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ルーティンを行うにあたり重要なことは、ボールを打った後、ボールが地面に落下

するのを見届けるまで、フィニッシュの姿を保つ。きっとグッドショットにつなが

る筈。

７番ホール 特高ティでスウィングを矯正

１．「すくい打ちや右肩の突っ込みを矯正する」

練習にゴムティを持参し色々な高さのティを試す。

１０、２５、３５、４０、４５．８０㎜の６種類のティを使う。ヘッドを高く浮か

して構え、体を上下動させないで、ボールを芯でとらえることを意識して打つ。打

った後にティがまったく動かないのが理想。少しでもすくい打ちの動きが出るとテ

ンプラになり、ティが吹っ飛ぶ。肩や腰を水平に回し、ヘッドを水平に振るよう心

がける。

８番ホール 踏み台で傾斜ショットを身につける

コースは傾斜だらけ。古雑誌や腰掛などを踏み台として、つま先

下がりや先上がりなどの仮想傾斜をつくり傾斜ショットを会得する。

９番ホール 自由自在のコントロールショットを身につける

１．「斜めに打つコントロールショットを練習する」

コースで安定したスコアを出すためには、斜め方向にある目標を狙って違和感なく

打てる必要がある。練習場ではあえて右端か左端の打席を陣取り、斜め打ちの練習

を行う。斜めに打つケースではコントロールショットをする機会が多い。コントロ

ールショットを練習すると、①インパクトがしっかりする②下半身をしっかり使え

るようになる③大振りをしなくなる。

１０番ホール スパットゴルフを身につける

１．「スパットゴルフを実践する」

スパットだけを頼りに構え、コースのことは忘れて８０％の力でスウィングする。

コースに出たときは勿論、練習場で普段からスパットゴルフを練習することが肝

心。打つ前に場内のグリーンに立つピン、距離を示す表示板、支柱などから３ヵ所

を選んで目標を定める。そしてボールの５０㎝ぐらい先のボールと目標を結ぶ線上

に、ボールマーカーを使ってスパットを設ける。（ドライバーに合わせて３ヵ所、

アイアンとフェアウェイウッドに合わせて３ヵ所、計６ヵ所のボ－ルマーカー（ス

パット）を並べる。）

次にスパットと目標が一直線上にあることを確認し、飛行線に立ってゆっくりと素

振りをする。次にスパットを見ながら、アドレスに入り、両足の位置を決めて、ス

ウィングに入る。このとき目標をもう一度見るのはご法度。

１１番ホール 一発必脱のバンカーショットを身につける

１．「砂に引いた線を消す練習が良い」

バンカーで、クラブのヘッドの先で砂の上に長く線を引く。そしてその線に沿って、

連続して砂を叩いて振り切る。この練習を続けると必ずバンカーショットが上手く

なること請け合い。これがバンカーショット上達の勘どころ。

１２番ホール バンカーショットの効用

１．「ヘッドスピードを挙げる」

砂の抵抗を意識すると砂を強く叩いてしまいがちですが、砂を高く遠くへ運ぶのは

決して力ではない。ヘッドを走らせるようにすると砂が高く舞い上がる。ヘッドを

走らせ、しっかりと高いフィニッシュをとるのがコツ。そして素振りの合間にボー

ルを飛ばす練習を行う。



バンカーショットの

がある。

１３番ホール アプローチ

１．「アプローチ専用の練

ショートゲームが生

に目標を狙って、一

地点を確認したうえ

２．「基本クラブを決めて

基本クラブでいつも

アは、何事につけ、

トップ・ダフリの危

１４番ホール ランダム型

１．「アプローチ練習には

ブロック型は１つの

ム型は最初の１球で

ドというように、１

いきなりランダム型

ブロック型に慣れた

２．「クラブを取替なが

ミスショットをして

１５番ホール アプローチ

１．「アプローチでもフル

異なるのはスウィン

絶対、ご法度。手打

トを磨くこともでき

２．「アプローチが上手く

パットとアプローチ

なってもアプローチ

インパクトからフォ

ライバーショットで

打つと腰への負担が

いので、体を思い通

まず、３０ヤードの

上で９番アイアン、

チ練習で正しい動き

１６番ホール パット上達

１．「パット数は腕前にか

①自分の固有のテン

なんといっても、

②目を目標ラインの

多くの人がパット

両目はボールとカ

が目標ラインに平

しっかりさせて、
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の練習には、ヘッドスピードを上げ、軌道

チ上達のツボ

練習場を確保して、たっぷり練習する」

命線。漫然とたくさんボールを打っても

球ごとに本番と同じつもりで、目標に正

で打つ。

て練習する」

も同じ打ち方をすることを勧める。練

特例は除いて、複雑にしないほうが良い

危険度が高い。AW か PW がお勧め。

型練習でアプローチ名人に

は、ブロック型とランダム型がある」

の目標に向かって集中して打ち続ける一

で１０ヤード、次の１球で２０ヤード、そ

球ごと異なる目標を狙う練習方法。

型から始めるのは難しいので、ブロック

たら、できるだけ早くランダム型に切り

ら高度なランダム型を練習」

ても打ち直さない。一発必中の練習を。

チ練習でフルスウィングを磨く

ルショットでも同じ構えでスウィング」

ングの振り幅と打つ強さ、即ちヘッドスピ

ちでは精度のある寄せの確率が期待でき

きない。

くなればドライバーも上手くなる。但し

チの中にスウィングの基本が詰まってい

チやパットが上手くなることはない。

ォローにかけて左膝を伸ばすと、ヘッドが

で左膝を伸ばしてすっくと立ちたい。ドラ

が大き過ぎるのと、ドライバーは長くて、

通りに動かすのが難しい。

の練習で、例えば、AW で存分に左膝を伸

さらには７番アイアンで練習し、最後は

きを身につけて、徐々に長いクラブに適

達のツボ

かかわらずスコアの約４０％を占める」

ンポを見つけて練習で体に染み込ませる

テンポがパット上達の一番の勘どころ

の上に置き、体を目標ラインに平行に保

トに型なしと思い、自己流で良いと考え

ップを結ぶラインの真上にある。また、

行に保たれていることが重要。そして構

どっしりと立ち、スウィング中に両膝が

道を安定させる副次効果

も効果は上がらない。常

正対してボールを落とす

練習量が少ないアマチュ

い。SW は難しいクラブ、

点集中型の練習。ランダ

その次の１球で３０ヤー

型から始めるのが良い。

替える。

ピードだけ。手打ち は

きない。またフルショッ

し、逆は真ではない」

る。ドライバーが上手く

が走ると解ってくる。ド

ライバーでボールを多く

、慣性モーメントが大き

伸ばす練習をする。その

はドライバー。アプロー

用する。

。

。

つ構えを身につける。

がち。

、両肩、両肘、腰、両足

構える場合には太ももを

が微動だにしないように



する。

③スウィング中に頭を動

１７番ホール 得意クラブはパ

１．「ヘッドの自然な動きの邪

体幹を軸にして、両肩と両

るとパターのグリップの

ヘッドの動きと人間の動

コを漕いでいる時と同じ

た直後、自重で落ち始める

ると、ブランコは滑らか

２．「慣性を感じとるための練

方向性を狂わせるのは、ほ

それだけ手は敏感。「ヘッ

うだな」と感じると、不思

とさえできれば、あとは上

がトップ。慣性が０にな

３．「カップに入れることだけ

パットをする時、余計な考

の命令系統に邪魔が入り

１８番ホール 距離感を磨いて

１．「距離感を磨く２つの練習

①パターマットで磨く。ボ

落ちるようにパットを

②練習グリーンでのラン

狙う目標を変えてパッ

と同じように、真剣に

２．「基準スピードを身につけ

個人個人が一自然体でス

なところを探して、ヘッ

スピードとの整合性をは

１９番ホール 感想戦でコース

１．「感想戦をする習慣を身に

ラウンド後、必ず、ゴル

な状況判断をしたのか、

選択肢を考え、正しい選択

自分の弱点を明らかにす

以上、日本経済新聞出版社刊行物

意思が弱くて実践できませんでし

ファーの皆さん、まだ遅くはあり

と思います。

ちなみに、私が初めてゴルフクラ

４２年以上も前のことであります

ありました。私にゴルフを始めるき
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かさない訓練をする。

ターといえるようになる

邪魔をしない」

両腕がつくる５角形の先にパターがある

先が両腕の真ん中を指す。

きがぴったり合った時、パターは安定す

で切り替えしが重要。ブランコは一番高

る一瞬に合わせてタイミングよく自分の

に加速する。この要領を会得する。

練習をする」

ほんの僅かな手の動き。無意識のうちに手

ッドが加速してるな」「止まりそうだな」

思議に手を使わなくなる。テイクバック

上手く運ぶ。テイクバックで感じた慣性

ったことを確認して切り返す。

けを考える」

考えが頭をよぎることが多い。雑念が入

、筋肉が正しく動かなくなり、ミスを犯

３パットを撲滅

習法」

ボールがカップの縁に届き、最後の一転

し、距離感合わせに集中する。

ダム型実戦練習。５ヶ所くらいの目標を

トする。即ち、一発必中の実戦練習。１

カップを狙う練習もお勧め。

ける。」

トロークした時の距離を把握する。練習

ドを頼りに自分のリズムで何球か打って

かり距離感を合わせる。

マネジメント能力を磨く

に着ける」

フの感想戦をする。その日の一打一打を

また、局面は攻めだったのか、守り

択をしたか否か感想する。感想戦の結果を

るのがコースマネジメント能力を磨く勘

物を参照にして、解説いたしましたが、

た。お蔭で、今の有様です。年を取りつ

ません。是非、「シングルへの道」、実行

ラブを握ったのは、昭和４５年１０月、

。そして、夢の初ラウンドはその半年後

きっかけを作っていただいた方、私にゴ

る形、即ち、よく見

する。まさにブラン

高いところに上がっ

の体重で勢いをつけ

手を使ってしまう、

」「また動き出しそ

クで慣性を感じるこ

性が０になるところ

入ると脳から筋肉へ

犯し易い。

転がりでコトン と

を設定、１球ごとに

つのボールで本番

習グリーンでは平坦

てみて、自分の基準

を振り返り、どん

だったのか、その

をノートに記録し、

勘どころ。

残念ながら、私は、

つつある多くのゴル

行していただければ

２５才の時でした。

後の４６年の４月で

ゴルフを教えようと
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していた方は、今、思うと恐ろしいことに、当時、１ラウンドで１５０ストロークス前後、

叩いていた模様です。幸いにして、最初の練習日に、栃木カントリークラブ所属の日吉輝政

プロと出会い、渡良瀬川の河川敷で、最初から、プロの特訓を受けるという幸運な機会に恵

まれた訳であります。日吉プロは６人兄弟の長男で、６人全員がプロという環境で育ち、日

本の近代ゴルフの草分けと言われるかの有名な陳清波プロの愛弟子です。末弟が日吉定男プ

ロで、今でも、時々、テレビ解説やラウンドレポーターとして活躍しておりますので、ご存

知の方も多いかと思います。

ちなみに、私の初ラウンドは、日光カンツリー倶楽部で、アウト４９、イン５０、トータ

ル９９ストロークスでありました。今はもう、面影さえありませんが、得意クラブは、当時、

ドライバーと答えておりました。私が最初にいただいたＨＤＣＰは、１４でした。クラブを

初めて握ってから、１年後に鹿沼カントリークラブからいただいたものでした。平成２５年

１月３１日現在、ＪＧＡ、ＨＤＣＰ，１０でありますが、内容的には、最初のいただいた１

４は、現在のＪＧＡハンディに換算すると５～６位の力量があったと思いますが、今の１０

というＨＤＣＰは、逆に、２０位の価値感と思います。これが、厳しい現実と心得ていると

ころであります。

最後に、一言、ゴルファーの皆さんに、老婆心ながら、マナー・エチケットに関するお願

いを少々、させていただきます。

１．「さっさと歩け」。１ラウンドに費やす時間のほとんどは歩行時間が占めています。ショ

ットに費やす時間は、ほんの僅かです。ですから、遅延プレーの最大の原因は、遅い、ダ

ラダラ歩行にあります。「スイングはゆっくり、ラウンドは速く」、を合言葉に、楽しいラ

ウンドを心がけていただきたい。

２．「ゴルフを正しく、楽しく、美しく」、「君が来た時よりも、いい状態にしてコースから

立ち去ろう」。ディボットマークやボールマークなど、ショット・パットの傷跡を残さな

いのが、ゴルフコースの使い方であります。傷跡を作ったら、できる限り、丁寧に修復し

なければなりません。他人が修復し忘れたものも、見つけたら直すことが大事です。折れ

た枝などを拾って後始末をすることも大事なことであります。それは、ゴルファーのコー

スへの愛情と感謝の表れであり、後から来る他のプレーヤーへの友情でもあります。

３．私はたまたま、現在、唐沢ゴルフ倶楽部のフェローシップ委員長をしておりますので、

ここで、皆様に唐沢クラブからのお願いをしておきたいと思います。各クラブには、独自

のドレスコードというものがあることはご存じのことと思います。

皆様が葛生ロータリークラブの一員としての尊厳を失わないよう、２～３の点についてお

願いしたいと思います、まず、ご来場の際は、周囲に違和感・不快感を与えるような服装は、

ご遠慮願いたい。サンダル・スリッパ類でのご来場は、かたくお断りいたします。尚、夏季

の６月～９月のクールビズ期間を除いては、上着着用の上、ご来場いただきたい。特に、こ

の点については、ご留意願いたいと思います。

尚、唐沢ゴルフ倶楽部会員の方は、クラブ機関誌「唐沢」の新年号より、３回に分けて、

「ピーターたちのゴルフマナー」と題して、連載しておりますので、ご参照いただければ幸

いであります。

以上、お願いとご協力を申し上げ、卓話を終わります。ご清聴ありがとうございました。

【須藤副会長】

次年度の補助金申請の方法についての説明がありました。

各 委 員 会 報 告



本日の出席
会員数 義務

33 名

本日の欠席者 新田 馬場

前回の出席

(修正)

前例会日

2/5

・アシスタ

・例

八下田幸三君
田澤先輩はア

精進を重ねて

駒形 忠晴君 妻が誕生祝を

田澤 秀文君

谷 和文君
「田澤式ゴル

これで私も、

会報委員会 委員長 中田

ニコニコＢＯＸ報告 奥 澤

欠席の連絡

8

務出席者数 欠席数 事前メーク

23 名 3 名 0 名

藤井会員

欠席数 事前メーク 修

3 名 23 名

ント 関塚 TEL ８４－１０３２

例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５－

マチュアゴルフ界の希望の星です。

、エージシュートを目指し頑張って下さ

いただいてありがとうございます。喜ん

前回の続き、晩酌を止めた理由で

たくなに「人生は酒と涙と女」と

が、「泣くことマロンには勝てぬ」

年をとるごとに酒量が増え、この

うにかなり強烈な高いびきを掻い

お陰で、すっかりマロンに敬遠さ

うことでありまして、マロンとの

ドを打たないための一大決心です

ではありません。

フ論」ありがとうございます。

シングルが近づいたかも？

田英昭 副委員長 塩島達人 委員 関

澤 委 員 長

出 席 状 況 報 告

中田秀昭委員長

出席率

90.9％

修正出席率

87.9％

（サムディー）

－４４５１

さい。

んでおりました。

ですが、これまでか

称してきた私です

、私でした。最近、

ところ、毎晩のよ

いていたようです。

れるハメに。とい

甘い生活にピリオ

す。命が欲しいわけ

関口文雄


