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KOGA COUNTRY CLUB｜2013 SUMMER

ごあいさつ
Greetings

理事長

残暑厳しきおり、会員の皆様におかれまして

はいかがお過ごしでしょうか。

昨年１２月に父である前理事長の南新一が

逝去しまして、７月より理事長に就任しました。

前理事長の遺志を受け継いで、滋賀県を代表す

る堅実なゴルフ場として、甲賀カントリー倶楽部

の経営を担って参る所存でございます。

私が理事長を引き継いで最初の大きな事業と

して、甲賀カントリー倶楽部のクラブハウスの改

修事業がございます。３年後に開場５０周年を

迎える時には、メンバー皆様が喜んでいただけ

る、誇れるクラブハウスでありたいと願ってお

ります。そのためにも経営環境をしっかりと見据

えて、着実に改修計画を進めて参りますので、

メンバー皆様のご理解とご支援をよろしく

お願い申し上げます。

アベノミクス効果で経済は上向い来ておりま

すが、ゴルフ業界はプレイヤーの高齢化に伴う

プレイ数の減少と言う、２０１５年問題を抱えて

厳しい状況が続くと予測されます。大きな進展

を期待することなく、安定した倶楽部運営がで

きますことを命題にして計画を進めて参りたいと

思っております。

永年に亘り築きあげてきた伝統と格式を保ち

堅実な倶楽部運営を図って行くことが、メンバー

様の信頼に応えることと肝に銘じて取組んで

参ります。今後とも引き続き、当倶楽部への

ご支援ならびにご指導ご鞭撻を賜ります様、

何卒よろしくお願い申し上げます。
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KOGA COUNTRY CLUB｜2013 SUMMER

ごあいさつ
Greetings

𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
代表取締役会長

　毎年のことですが、日本のプロゴルフ界では、

男女共に次から次へと若いスターが誕生してい

ます。一方、海外ではタイガーウッズ選手の

鮮やかな復活はお見事です。我がクラブ専属の

平塚哲二プロの健闘と、この処松山プロの勢いに

負けている石川プロの復活を期待したいものです。

　さて、甲賀カントリー倶楽部へのエールを送

る気持ちから、「もう一度プレーしてみたいゴル

フ場とは？」を考えてみました。最も重要な点は

次の3点かと愚考します。

（１）各ホールでの待ち時 間が 極 力少なく、

プレーの進行に滞りがないこと。お客を

入れすぎる余り、いわゆる「各駅停車」に

は疲労がたまるだけで、ゴルフ場の「品格」

を下げます。

（２）キャディーさんのマナー教育が徹底して

いること。 動 作 が キビキビしていて、

プレーヤーの個性をいち早く見抜いた気配

りが行き届いていること。パットラインの

読みに自信がないときは、率直に「わかり

ません」で構いません。

（３）食事メニューに工夫を凝らすこと。ゴルフ

の楽しみのひとつは、食事を通した親睦

です。名門コースには必ず「名物メニュー」

があります。

　上記3点を見事に満たしているコースがあり

ます。私の数少ない経験では九州の「芥
け

屋
や

ゴル

フ倶楽部」です。職員全員のCS教育が徹底し

ており（異業種からの見学も多い）、名物の

「鯛茶漬」の味は格別です。

　敢えて紹介いたしました。来るべき50周年に

向けての我が甲賀CCの健闘を祈ります。

　例年にない酷暑の夏となりましたがご健勝の

こととお喜び申し上げます。連日、真夏日が

続く中で、汗をかきながらもシニアをはじめ

多くのメンバーの皆さんが元気に楽しくプレー

していただいている姿をみて、改めてゴルフは

季節や年齢に関係なく楽しんで頂けるスポーツ

であることを実感いたしました。

　３年後の開場50周年に向けクラブハウスの

改装計画を検討していますが、しっかりした

経営基盤の上にメンバーの皆さんのご要望を

反映させ、さらにご満足いただける施設を目指

したいと思います。

　6月より南グループの経営体制を一新いた

しました。幸いこの10年間に取組んできた

「イトマンを核としたスポーツ事業」「新名神を

中心とした高速道路事業」「恵那高原開発」等

の新事業もようやく結実しその成果を出し

つつあります。南啓次郎新社長を中心に「不易

流行」の言葉通り永年築いてきたよき伝統を

守りつつ、時代の変化に柔軟に挑戦し、更なる

発展を期する所存です。

　引き続き、会員皆さんのあたたかいご支援と

ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
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髙田 紘一
キャプテン
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公式競技　結果報告
Results of Official game

木ノ下 誠司

スクラッチ競技
一般の部
優 勝

齊藤　孝志
理事長杯
優 勝

予選、決勝と本当にいいゴルフができました。共にプレーさせていただ

いた競技者の皆さん、スムーズな運営をしてくださったスタッフの皆さん、

ありがとうございました。今後もゴルフを通じ皆様方との親交を深めさせ

て頂きたいと思います。ご指導宜しくお願いいたします。

常日頃からの同級生・村松和彦氏（ＨＤ+２）の指導のおかげで初優勝

することが出来ました。また、当日はパートナーに恵まれリラックスしてラ

ウンドできたのも勝因です。これからも人とのつながりを大切に研鑽し

ていきたいと思っておりますので、今後とも宜しくお願いいたします。

コースコンディションが良く納得のいくゴルフができました。これもスタッ

フの皆様の行き届いたコース管理があればこそと感謝申し上げます。こ

れからも更に技術に磨きをかけ、コースに恥じないプレーをしていきたい

と思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

'08につづき「タイトル」手に入れました。
当日は練習でのイメージラインが思い通りに…！ その場、その場に「見
切り」をつけ、判断を問われるゴルフに出合い、友達になり、Goodデス。
プレー中の「立ち居振舞い」「言葉」に気を付け今後も声をかけて
頂ける様心がけます。
応援ありがとうございました。スタッフの皆様にも感謝いたします。

橋本　貞男

スクラッチ競技
シニアの部
優 勝

一宮　寿行
キャプテンス杯
優 勝

 ■ 月例杯
Aクラス(優勝) Bクラス(優勝) C クラス (優勝) シニアクラス (優勝) グランドシニアクラス(優勝)

1 月 杉本 　清 中川 宏能 西井 雅幸 山﨑 糸治 子安 章雄
2 月 小島 康弘 中川 宏能 山﨑 糸治 山﨑 糸治 伊藤 廣信
3 月 宮嶋 哲也 中川 宏能 河野 寛枝 山﨑 糸治 北村 尚士
4 月 伊山 昭一 中森 耕一 山﨑 糸治 小林 正明 有田 正義
5 月 西谷 良美 守屋 憲人 高橋 邦嘉 北村 尚士 浅原 智彦
6 月 竹島 道之 中川 宏能 長谷川 昭 大槻 完治 浅原 智彦
7 月 木村 堅持 島田 裕良 中嶋 良典 山﨑 糸治 馬場 健三

rank name out in gross total

優勝 橋本　貞男
35 41 76 184
36 35 71
37

準優勝 神戸　　優
38 39 77 189
40 35 75
37

3 位 田上　　知
41 38 79 198
41 41 82
37

rank name out in gross total

優勝 木ノ下 誠司
39 36 75 182
34 35 69
38

準優勝 西谷　良美
36 40 76 186
36 37 73
37

3 位 小島　康弘
40 40 80 197
37 37 74
43

rank name out in gross hdcp net total

優勝 齊藤　孝志
38 44 82 8 74 179
39 38 77 8 69
40 4 36

準優勝 佐藤　　武
37 42 79 8 71 182
43 40 83 8 75
40 4 36

3 位 林　　栄基
39 40 79 7 72 183.5
44 38 82 7 75
40 3.5 36.5

rank name out in gross hdcp net total

優勝 一宮　寿行
45 38 83 12 71 172
39 41 80 12 68
39 6 33

準優勝 西谷　良美
37 35 72 1 71 177.5
37 34 71 1 70
37 0.5 36.5

3 位 浅原　克浩
42 40 82 9 73 177.5
42 38 80 9 71
38 4.5 33.5

 ■ 各種競技結果

新年杯 2013.1.2 
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）
北本 晃三 松井 成一 中嶋 良典

初夢杯 2013.1.6
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）
北川 明広 西村 秀夫 塩谷 和昌

春分の日杯 2013.3.20
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）
田中 晃仁 佐川 文明 岡田 芳治

年齢別競技 2013.7.15
シニアの部 ( 〜 S.16) （優勝） 壮年の部 (S.17 〜 23) （優勝） 青年の部 (S.24 〜 ) （優勝）

髙木 末男 千代    誠 宮嶋　信之
< 敬称略 >
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「日本旅行創始者南新助・草津駅そして南グループ」
 Essay

　甲賀カントリー倶楽部の属する南グループ

の源流は、草津駅構内等でうばが餅や弁当

販売を家業としていた三代目南新助氏が

わが国で初めて旅行あっ旋業として創設した

「日本旅行」にさかのぼることが出来ます。

草津名物「うばが餅屋」さんが「日本旅

行」を創設したという話はよく知られてい

ます。しかし、その南氏がどのような経緯

で旅行あっ旋業を立ち上げたのか、その後、

「日本旅行」を日本を代表する大手旅行

あっ旋業に育て上げた南氏の業績と偉大な人

物像についてはほとんど語られることはな

いのです。

　この南氏が旅行あっ旋業を立ち上げたのは

明治38年で、その時南氏は若干二十歳でした。

　その動機とは、今日の南家の家業の安定

は草津駅での構内販売の許可権を与えてい

ただいた鉄道局のお蔭であり、鉄道局に

その恩返しをしたかったことと、祖父から

繰り返し聞かされていた旅の楽しさを、当時

旅行することを億劫がっていた多くの人々に

安心して提供したいということにありました。

　草津駅は東海道線が全通した明治22年

7月に開業しましたが、その年の12月には、

後に草津線となる関西鉄道も草津・三雲間

を開業することになっており、鉄道局側は

草津駅前広場 （昭和40年）
右側は明治24年以来、長きにわたり駅前で営業をつづけたレストラン南洋軒 

（写真：「ふるさと草津」郷土出版社）

草津駅 （昭和40年頃） 明治22年から昭和42年まで増改築を経ながら利用された木造駅舎 （写真：「ふるさと草津」郷土出版社）

分岐点としての草津駅に広い土地を必要とし

ていた折、二代目南新助氏はその土地確保

に尽力したことが縁で、鉄道局は南家に草

津駅での構内販売の許可権を与えたのでした。

　「日本旅行」を立ち上げた南氏はまず

手始めに高野山、伊勢への団体旅行を企画

し大成功を収めました。その南氏が全国的に

デビューするのは明治41年、団体運賃割引

制度を利用して本邦初の団体臨時列車を

仕立てて実施された関東・善光寺七日間の

旅行企画でした。一行は行くところ行くところ

で大歓迎をうけ、なかでも善光寺での

歓待ぶりは大変なものでした。このことに

ついては、作家田辺聖子さんの『姥ざかり

の花の旅笠』の中にも書かれていますので、

ご一読ください。

　これを契機に南氏は全国的に旅行団を募り、

国内はもとより外国旅行団を数々と企画し、

今日の「日本旅行」の礎を築かれたのでした。

また、南氏は旺盛な研究熱心さで事業に

取り組まれ、数々のアイデアも生み出され

ました。招待旅行のあっ旋、鋸輸送の実施、

そして「お座敷列車」も南氏の考案でした。

「日本旅行」が今日このような発展、盛況

を来したのは厚い信仰心に基づいた「報恩奉

仕」の誠実な南氏の人格によるものであり、また、

南氏の片腕として活躍された木村七郎氏の

貢献ぶりも大きいものがありました。

　南氏の培われた「経営理念」の精神は今も、

「南グループ」を支える人々の心の中に

脈々と受け継がれているのです。草津から

全国に雄飛した偉大な人物、南新助氏の業績、

人となりをもっともっと多くの人に知って

いただきたいと思うばかりです。

エッセイ

【経歴】

明治大学商学部卒業

明治大学大学院商学研究科（交通論専攻）修士課程修了

兵庫県立高校を経て滋賀県立守山高校を平成２０年退職。

主に、地理、政治経済の科目を担当。

平成２２年から「びわ湖をめぐる鉄道歴史物語」講師として

膳所市民センター地域講座、守山市生涯学習講座、湖南市

ロータリー、大津市生涯学習センター、明治大学校友会総会

など各地で公演。

【著書】

守山市誌「地理編」商業部門の執筆

（平成１３年守山市発行）

北村 教一氏 プロフィール

鉄道物語講師　北村  教一
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役員・委員変更のお知らせ 会員募集について

　甲賀カントリー倶楽部では、下記の要領にて新規会員の募集をしております。また、6月より

週日会員の募集を新たにはじめました。お知り合い、ご友人等でぜひという方がおられましたら、

ご紹介いただけますようよろしくお願いいたします。

　7月より、甲賀カントリー倶楽部の役員・委員の方が変更になっておりますので、ご紹介さ

せていただきます。

　まず、南啓次郎が支配人から理事長に就任いたしました。新理事には大岡通男氏、白井治夫氏、

北村良藏氏に、監事には青木善政氏に就任して頂きました。

　また、エチケット委員長の淺野恭司氏、エチケット委員の古川慶民氏はご本人からの申し出により

勇退されました。永年に亘る倶楽部運営への並々ならぬご尽力に心から感謝申し上げます。

　新しい役員・委員の詳細を下表の通り、ご報告いたします。

From Committee Invitation to New Members

一般会員
■  新規募集会員

会員種類 預託金 登録料（税込） 合計（税込）
南グループ創業 50 周年記念会員 550,000 円 630,000 円 1,180,000 円

■  新規登録料割引
会員種類 預託金 登録料（税込） 合計（税込）

シニア会員（６０歳以上） 550,000 円 420,000 円 970,000 円
レディース会員（女性限定） 550,000 円 420,000 円 970,000 円
青年会員（４０歳未満） 550,000 円 420,000 円 970,000 円

■  割引制度適用要項
• 割引の適用は新規登録に限ります。発行済み会員権の名義変更には割引制度は適用できません。
• 個人登録の場合に限ります。法人登録される場合には割引制度は適用できません。
• シニア会員は満６０歳以上、青年会員は満４０歳未満です。レディース会員には年齢制限はございません。
• その他の要件については、現行の条件に準じます。詳しくは、当倶楽部の会員権募集要項をご参照くださいませ。

■  登録料割引期間：
平成28年3月31日まで

■  募集人数：200名

■  年会費： 31,500円＜税込＞

■  預託金分割制度：
預託金を最長3年まで無金利にて分割支払できる制度です。

■  メンバーフィ：セルフ　　 5,040円＜税込＞

キャディ付 7,240円＜税込＞

週日会員 （2013年6月より募集中）
■  種類 < 週日会員 >

プレー可能日 ： 月曜日〜土曜日まで
  　　( 但し、国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)

■  募集金額
預託金 …… 100，000円
登録料 …… 平成26年 3月迄 315,000円＜税込＞

■  募集人数：200名

■  募集期間：平成25年6月1日〜平成28年3月31日
　　　　　　　　（定員に達し次第、締め切らせていただきます。）
■  年 会 費：26，250円＜税込＞

■  メンバーフィ ：セルフ　　  5,040円＜税込＞
　　　　　　　 キャディ付  7,240円＜税込＞

※消費税は 5% として表記しております。

親族会員制度
　親族会員制度とは、個人正会員と特別会員が親子間または夫婦間で名義変更を申しでた場合、以降は親子または夫婦とも会員とし
てプレーでき、現在の条件を継続してご利用いただける制度です。
　ご利用には年齢や在籍年数などの条件がありますので、甲賀カントリー倶楽部までお問合せください。

■  名義書換手数料：315,000円＜税込＞

役員
理事長 南　啓次郎

キャプテン 髙田　紘一

理事
奥村　展三 吉武　昭隆 大岡　通男

白井　治夫 北村　良藏

監事 青木　善政

委員会

競技委員会

委員長 大岡　通男

委員

秋田　興造 大西　勇 奥田　稔
川那辺　吉定 熊谷　誠三郎 堤　耕太郎
辻　宗和 平松　善雄 中村　康夫
山下　勝志 前野　研吾 中口　輝昭
小島　康弘 村松　和彦

ハンディキャップ委員会
委員長 上田　勝
委員 教野　勇 髙木　敏 丹羽　逸男

グリーン委員会
委員長 青木　善政
委員 木村　征夫 松井　成一 田村　義教

エチケット委員会
委員長 園田　重和

委員
井口　武男 中山　尚男 田中　道啓
池内　要一

キャディ委員会
委員長 今井　紘一
委員 松田　忠男 上西　宗市 田上　知

ハウス委員会
委員長 白井　治夫
委員 浅井　勉 山口　悌市朗 甲斐　誠一

レディース委員会
委員長

委員 園田　栄子 高間　輝子

　　…新役員・新委員　　　　…委員会の異動   < 敬称略 >
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　甲賀カントリー倶楽部の会員の皆様、いつも

温かいご声援を賜り心強く感じています。

　今シーズンも国内ツアーとアジアンツアーに

参戦しています。

　国内ツアーの前半戦では、不本意な戦いが

続きましたが、７月くらいから痛めていた箇所も

回復し、体調も万全となり、調子も上向いて

まいりました。後半戦皮切りの「関西オープ

ン」でも、何かつかめたような感覚になってき

ました。これから秋のトップシーズンに向けて、

残りの試合では、最低でも「１勝」できるよう、

強い気持ちで臨みます。

　アジアンツアーでは、現在のシード権が今

年までとなっています。何としても次年度以降

のシード権を確保することを最低目標として

試合に臨みます。

　会員の皆様に必ずご満足いただけるような

成績を挙げられるよう、全力で取り組んで参り

ますので、どうか、皆様からの温かいご支援を

どうぞよろしくお願いいたします。

平塚プロからのメッセージ
 A Message from Tetsuji Hiratsuka 

後半戦、強い気持ちで臨みます。

イベント報告
 Event reports

インタークラブ競技・滋賀地区予選

　今年も恒例の夏休みジュニアゴルフスクール
が8月22日（木）・23日（金）の2日間にわたって、
甲賀CCメンバーのご家族と平塚プロ主催の
クラブT’sゴルフスクールから多数の子ども達
が参加して開催されました。

　８月９日、名神八日市カントリー倶楽部（6560y 
Ｐ72）にて滋賀地区予選が開催されました。
　惜しくも決勝進出は逃しましたが、出場２３
クラブ中、甲賀ＣＣは第3位の好成績でした。

夏休みジュニアゴルフスクールを開催しました

　夏休みジュニアゴルフスクールでは技術の
習得はもちろん、礼儀やマナーも学んでもら
える場として、これからも優秀なジュニア
ゴルファーの育成に貢献してまいります。

幸　 英明
橋本　貞男

村松 和彦
西谷 良美 神戸 　優

木ノ下誠司

甲賀 CC 代表選手

競技結果

トータル 373ストローク  第 3 位
（参加クラブ　全 23クラブ中）

< 敬称略 >

木ノ下 誠司 さん 神戸　優 さん

甲賀 CC メンバーの２選手が次の大会に滋賀県の代表選手に選抜されました。
ぜひ応援よろしくお願い致します。

八王子カントリークラブ（東京） 小倉カンツリー倶楽部（福岡）

2013 年度（第68 回）
国民体育大会
ゴルフ競技 男子の部　9/29～10/1

2013 年度（第13 回）
日本スポーツマスターズ北九州大会
ゴルフ競技  男子の部　10/17～10/19

開催コース 開催コース

氏名 OUT IN TOTAL
幸　　英明 35 36 71 ◯
村松　和彦 39 36 75 ◯
木ノ下誠司 39 35 74 ◯
西谷　良美 39 36 75 ◯
神戸　　優 42 37 79
橋本　貞男 43 35 78 ◯



1413

KOGA COUNTRY CLUB｜2013 SUMMER

副支配人

支配人

川畑 康広

総務課長

中村 勝
グリーンキーパー

速水 義昭

桂 直史

会員皆様の永年にわたるご愛顧と、スタッフ皆
の日ごろのサポートのお陰で、この度、支配人とい
う大役を仰せつかりました。

32年間お世話になってきた会員様と甲賀CCに
恩返しができるよう、歴代支配人の業績を受け
継ぎ、微力ながら全力を尽くしますので、今後とも
ご指導・ご鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。

また、今後の倶楽部運営のためにも、会員様の
ご意見やお知恵を借りながら、より良い倶楽部を
追求してまいる所存です。その一環として「会員様
アンケート」も実施していきたいと考えており
ますので、ぜひ、ご協力お願いいたします。

　6月に南グループの異動により着任いたしました。

まだまだ不馴れな点もございますが、会員様に少しで

も早く顔を覚えていただき、甲賀CCで満足いく充実し

た時間を過ごしていただけるよう頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。

　コース管理による
快適なプレー環境の
提供はもちろん、生物
多様性の観点からも
最適なコンディション
維持に全力で取り組
んでまいります。

　会員様にいつでも
安心してご来場いただ
けるよう、スムーズで
確実な各種手続きを
はじめ、総務・経理部
門の 着 実 な 運 営 を
行ってまいります。

フロント

レストラン

コース管理

キャディ・マスター室

営業

クラブハウススタッフ

甲賀CCでは、今年6月より組織を

変更し、新しい体制で会員様をお迎え

いたしております。これからも更に充実

した倶楽部ライフのご提供に全力で

努めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

新しいスタッフ体制で

会員様の充実したクラブライフを

支えてまいります！

甲賀カントリー倶楽部 新体制
Greetings from New Managers

ご来場の皆様に
心からご満足いただけますよう

スタッフ一同頑張ります。

交代勤務の都合上写っていないスタッフもおります。


