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“ＰＡＲ ＰＬＡＹ”の創刊にあたり

「堅・健・兼の３ケンをお客さまに！」

ヴィクトリアゴルフ藤沢川名店
ゴルフスクールＨＩＳＡＹ
PAR PLAY 編集担当

小森 剛

いつもヴィクトリアゴルフ藤

ゴルフ技術の向上のみならず、

もちろん！それもＯＫです。ゴル

沢川名店をご利用いただき、誠に

最新の身体運動科学に基づくゴ

フのスタイルは人それぞれです

ありがとうございます。

ルフフィットネスで、皆様の健康

から。ボギーになるリスクはある

の維持・向上をサポートいたしま

ものの、ここ一発バーティを狙

す。

う！そんなゴルフも良いと思い

この度、お客様のお役に立つ情
報をお届けしたい！という思い
から、当店オリジナルのコミュニ

ます。それでいて、最終的には「パ

ティ紙「ＰＡＲ ＰＬＡＹ（パー

ープレイ」を目指して頑張ってく

プレイ）」を創刊することとなり

ださいね。

ました。

■はじめまして！マスコット・キ

創刊にあたり、まずは、当店の

ャラの「オクトパー君」です！

“おもい”をお伝えしたいと思い
ます。

最後の「兼」は、“兼ねる”で

当店がゴルフ専門店にリニュ

す。当店は、単にゴルフ用品の販

ーアルオープンしたのが、2010

売をするだけでなく、地域の皆様

年の 10 月。つまり、当店の誕生

のプラスαのお役に立てればと

月が 10 月なのです。10 月は英

考えています。当店にお越しいた

語でオクトーバー（October）。

だければ、ゴルフ＋αのメリット
■「３つのケン」をお客様に

オクト（Oct）は

が‥そんなお店を目指していま

数字の 8 を意味し

す。

ます。では、なぜ
10 月がオクトー

当店は、ゴルフを愛するお客様

バーかといいます

に「堅・健・兼」の３つのケンを

と、古代ローマ暦では、

お届けしたいと思っています。

3 月から新しい年がはじまりま

「堅」は、堅実の堅です。お客

す。つまり、3 月が 1 の月、4

様には、賢く、堅実なお買物を楽

月が 2 の月・・そして 10 月が 8

しんでいただきたいと願ってお

「プラスαのメリット」それを

ります。そして、我々はそのお手

形にしたものが、このコミュニテ

伝いをさせていただければ嬉し

ィ紙「ＰＡＲ ＰＬＡＹ」です。

く思います。

なぜ、パープレイなのかといい

「健」は、健康の健です。ゴル

ますと、無理にバーディを狙わ

フを通じて健康で豊かな生活を

ず、堅実にパーを重ねていただき

送っていただきたいと願ってい

たいからです。

ます。当店２階のゴルフスクール
HISAY は、「健康ゴルフ」です。

えっ？オレは大胆にバーティ
を狙いたいって？

の月。だから 10 月がオクトーバ
ーなのです。
当店の誕生月オクトーバー、そ
してゴルファーの目標である「パ
ー」、それをかけ合わせて産まれ
たのが、私「オクトパー」です。

ゴルファーのギモンに答える「ＶＳ企画」

新品クラブ

ＶＳ 中古クラブ あなたはどっち？

当店の最大の特徴は、中古クラ

そして何より、新品を買うとク

ブ国内最大規模を誇る「ゴルフパ

ラブに対する“思い入れ”が違っ

えることがあります。この様な、

ートナー」がインショップで入っ

てきます。この思い入れは、永く

“運命の出会い？”は、中古市場

ていることです。よって、丌要な

ゴルフを楽しむ上で、とても大切

の魅力です』と、同じくＧＰの佐

クラブの買い取りもできますし、

だと思います。何といってもゴル

藤はいいます。これも、国内最大

安価な中古クラブを、豊富な品揃

フは生涯スポーツですから！』

級の中古クラブ販売を誇るＧＰ

えの中からお選びいただくこと
もできます。
では、新品と中古、どちらを選
べばよいのでしょうか？
中立な立場で、当店のゴルフス
クールを担当している、わたくし
小森が取材しました。
■新品を買う最大の価値は

■中古の魅力は「運命の出会い」

思いがけない“名機”にめぐり会

ならではでしょう。

一方、中古クラブのメリットは
何でしょうか？ゴルフパートナ
ー（以下ＧＰ）の吉原は、このよ
うにいいます。
『中古クラブのいいところは、
何といっても“安い”ことです。
高いお金を出して買ったクラブ

まとめると、新品を買っていた

がもし自分に合わなかったら‥。

だくメリットは、
「安心感」や「満

まずは、新品クラブを多数扱っ

中古でしたら、合わないモノは即

足感」、そして「思い入れ」とい

ているヴィクトリアゴルフ（以下

売って、別のモノを買う、という

った「心」の充実が得られるとい

ＶＧ）藤沢川名店のチーフ池戸に

やり方が可能です。新品でこれを

うこと。

話を聞きました。

やるのは、経済的にかなりキツい

「モノに対する思い入れ」

『新品を買う最大のメリット

でしょうから。』

一方、中古のメリットは、「価
格の安さ」と「手軽さ」、そして、

は、メーカー保障がつくという点

新品市場には出回っていない逸

です。例え、お客様の丌注意でク

品との、思いがけない“出会い”

ラブが折れたとしても、購入から

が期待できるということでした。

一年以内でしたら無償でお取り
換えいたします。
また、“品質が安心できる”と
いうのも大きいです。中古の場
合、誰がどの様な使い方をしてい
るか分かりませんから‥。
また、中古クラブには思いがけ
ない「掘り出しモノ」があるとい

「新品」か「中古」か‥、それは

います。

最終的には、お客様の価値観に委

『中古クラブでは、旧モデルも
入手可能です。殆どのメーカーは
新製品がでると旧モデルは絶版
にしてしまいます。しかし、中古
市場にはそれがないので、中には

ねられるようです。（文：小森）

ゴルフスクールＨＩＳＡＹからの“元気ですかぁ～？”通信

夏のラウンド時の水分補給
記録的な猛暑が続いています。

■何時飲むの？

熱中症には十分気をつけなけれ
ばなりません。
今回は、熱中症対策で大切な水
分補給に関するマメ知識をお届
けいたします。
■運動中の水分補給

人間ののどの渇きの感覚は、非
常に丌正確だといわれています。
ですから「のどが渇いた」と感じ
てから水分を補給するのでは、遅
い場合があります。３０分以上の
スポーツをおこなう場合や、暑い

運動をすると体温が上昇しま

場所で活動する場合は、のどが渇

す。すると、体温が高くなり過ぎ

いたと感じなくても早めに水分

ないように、体は汗をかいて体温

補給をするようにしてください。

調整します。ところが、運動強度

また、一度に大量の水分を補給

が高くなるにつれ、発汗のため皮

するのではなく、数回に分けて小

膚に送られていた血液は、酸素を

マメに飲むようにしましょう。

必要とする筋肉の方へと流れて

運動を始める前（３０分ぐらい

しまいます。汗をかくと血液中の

前）に、コップ 1 杯程度の水分

水分だけが減少するため、血液の

を摂っておくのも効果的です。

粘性が高まり流れにくくなって

■何を飲めばいいの？

しまいます。
そうなると、多くの人はそれ以
上運動を続けることができなく
なります。これが「バテる」とい
う現象です。
３０分を超えるような運動を
おこなう場合は、運動中にもマメ
に水分補給をおこない、血液量の
減少や血液の粘性の増加を抑え
るようにすることが必要です。

カリウム、マグネシウム
などのミネラル分も失わ
れてしまうため、ミネラ
ルを含むスポーツドリン
クを飲んだ方が良いでし
ょう。
ただし、スポーツドリンクには
以外に糖分が多く含まれていま
す。飲みやすくするために多量の
甘味料が使われているからです。
それらを飲む場合は、水で１.５
倍から２倍に薄めて飲むと良い
でしょう。
一方、空腹の状態で運動をおこ
なう場合は、スタミナを持たせる
ために糖分は必要です。
そのような場合は、先のスポー

飲み物の中に糖分が入ってい

ツドリンクは有効です。

ると、体への吸収速度が遅くなる

また、お茶やコーヒーは

ことがわかっています。ですか

利尿作用があり、脱水

ら、できるだけ糖分の少ない飲み

を促進するので、水分

物を飲んでください。

補給には適さない

ジュースやコーラは糖分
が多いので、運動中は避
けましょう。

ことを覚えておいてください。
効果的に水分を補給して熱中
症を予防し、暑い夏のゴルフを楽

発汗量が非常に多い場合は、水
分とともにナトリウム（塩分）や

しんでください。
（２F スクール担当：小森）

【楽しくてためになる店内イベント情報】
キャスコ／グローブフィッティング
お客様の手の形とサイズを機械で測定。あなたにピッタリのグローブをお作りいたします。

ゴルフボディと健康なカラダの作り方講座

【時間】１０：３０～１２：００、１４：００～１５：３０

ゴルフの上達と健康に必要なカラダとは？ ゴルフフィットネス体験も 【主催】アトラ５０

はじめてゴルフ入門講座

【時間】１６：００～１７：００、１８：００～１９：００

ゴルフ未経験者を対象に、ゴルフのギモンにお答えする新企画です。【主催】ゴルフパートナー

本間ゴルフ／ツアーバスフィッティング
本間ゴルフのツアーバス来店！カスタムクラブをバスにて製作。お客様にピッタリの逸品を！

イベント開催レポート

ハード

とハート

をグンと高めた「アプローチ上達会」

さる７月２０日（月）の海の日、

要になります。講師を担当した小

クラブのプロで

「アプローチ上達会」が、当店に

森はいいます。

す。座学の後は

て開催され、向上心旺盛な１９人

『ポイントは「ご機嫌」です。ミ

１Ｆ試打コーナ

の方にご参加いただきました。

スを恐れて丌安になったり、打ち

ーに場所を移し

方に悩んだり、距離感に迷ったり

クラブ診断が行われました。

今回のテーマは、「ハードとハ
ートの向上」です。ハードとは道
具、つまりウェッジです。ハート
は心、つまりメンタルです。今回
のセミナーは二部構成で、前半が
メンタル講座、後半がウェッジ講
座となりました。
前半のメンタル講座は、当店２
Ｆゴルフスクールの担当インス

といったココロの状態は、ミスを

お客様一人ひとりのスイング

引き起こします。それらのない、

を画像でチェック。現在お使いの

ご機嫌なココロの状態でプレー

ウェッジが合っているかどうか、

することが大切です。』と。

合っていなければどの様な形状

そこで、講座の終わりに、参加
者全員で、心をご機嫌にするワー

のモノが良いのか等のアドバイ
スが行われました。

クを行いました。皆様ご機嫌にな
られた所で、いよいよ後半のウェ
ッジ講座です。

トラクター小森です。
ゴルフでは、ミスの原因の８割
はメンタルに起因するといわれ
ています。特にアプローチは、タ
ーゲットが近く、結果がスコアに
直結し、かつ微妙なタッチが要求

池戸のアドバイス通りのウェ

されるので、メンタルがとても重

ッジに替えたとたん、しっかりボ
ールが捕まり、好感触を得て驚か
れるお客さまも多くいらっしゃ
後半のウェッジ講座では、ウェ

いました。

ッジの機能と形状、スイングのタ
イプ別に最適なウェッジの選び
方を学んでいただきました。
講師は当店チーフ、池戸です。
池戸は各メーカーのクラブフィ
ッター資格を総ナメにしている

メンタル講座で心をご機嫌に
する手法を学び、ウェッジ講座で
最適なウェッジを見つけ、皆さま
笑顔に慣れたアプロージ上達会
でした。（文：小森）

本コミュニティ紙 PAR PLAY のマスコット・キャラクター「オクトパー君」のデザ
インを募集します。応募資格は、当店ポイントカード会員様か、当店２Ｆゴルフスクー
ル会員様に限ります。ご応募いただいた方にはボールマーカー注を、デザインが採用され
た方にはニューボールをプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
ご丌明な点は、当店スタッフにお気軽にお尋ねください。（注：応募数多数の場合は抽選となります）
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