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KOGA COUNTRY CLUB｜2014 SUMMER

ごあいさつ
Greetings

理事長

まだまだ暑い日が続きますが、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７月に理事長に就任しまして早 の々９月に、

台風１８号で甚大な災害を被りまして、昨年はそ

の修復作業に追われる１年となりました。７月

に梅雨が明けて、芝の成長も進み、ようやく元

の状態に回復できたかと思っております。また

本年８月には、当コースがＫＧＵ（関西ゴルフ連

盟）のインタークラブ競技の会場となりました。

事前のコース整備のために５番左側のフェンス

の張り替えやカートロード等の修復工事も進め

て参りました。工事期間中にはご迷惑をおかけ

しました。メンバーの皆様のご理解とご協力を

賜りましたことに心より感謝申し上げます。

いよいよ当倶楽部の５０周年へ２年を切るこ

ととなりました。本年１１月からクラブハウスの

改修工事を開始いたします。１月から３月末ま

での３カ月間は、クラブハウスを閉鎖して工事を

進めて参ります。その間はプレハブの仮設ハウス

をご利用いただくこととなりますので、その期間

は相当なご迷惑をおかけすることとなります。

また、４月以降も引き続きクラブハウスを営業し

ながら改修工事が継続することとなります。大

がかりな工事となりますが、改修工事が完了し

ますと、エントランス・ロビーの雰囲気や、お風

呂・ロッカールームのイメージも一新されます。

是非ともご期待していただきたくお願い申し上

げます。

この度、クラブハウスのリニューアルを機に、

新たな会員制度として「終身会員」を設定させ

ていただくこととなりました。従来の預託金シス

テムではなく、会員権譲渡ができない制限はご

ざいますが、登録料のみで比較的安価に会員と

なれる制度を設定させていただきます。これを

機会に、新しいメンバーとなっていただけるお

客様をご紹介賜りますれば幸いでございます。

永年に亘り築きあげてきた伝統と格式はしっ

かりと維持し、機能的には新しい設備を導入し

て参る所存です。改修工事の完了後も、引き続

き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。これまで以上に当倶楽部へのご支

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。1
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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

満75歳になり、「後期高齢者」の仲間入りと

なった。つれて、経年劣化には抗し難く、歯の欠

落に加え、左肩痛をかこつ羽目になった。残念

ながら１年以上もゴルフクラブを手にしていな

い。TV観戦だけは楽しんでいるが、先日の最

終日に飛んだハプニングがあった。同スコアに

並んだ日韓プロによるプレーオフを目前に、視

聴者からのクレームにより、反則が確認され、

あっけない幕切れになってしまった。パッティン

グラインを指で修正したかのようなビデオが決

め手であった。ペナルティーを受けた韓国の選

手はさぞや不本意、無念であったに違いない

が、ルールはルールとして受け入れた態度は潔

いと思った。

あらためて、ゴルフはフェアープレーを尊重す

る紳士のゲームであることを伝えたことに意義

があったと言うべきか。そもそもゴルフに限ら

ず、スポーツには事業経営に通ずる大事な要諦

があることを再確認したい。ひと言でいえば、

「自己責任原則」である。成績の良し悪しを左右

する決め手は自らの判断ミスや努力不足にあ

る。ゴルフについて言えば、自らの心がけの不備

を棚上げして、天気のせいにしたり、ましてや同

伴者やキャディーの非を訴えるに至っては、プ

レーする資格はない。ついついボールを動かす

誘惑などには流されずに、ノータッチの基本に

立ちたい。飛力の低下を認めず、やたらと新製

品に手を出すクセも改めたいものだ。

以上、老境に突入した述懐とお許し願いたい。

今年の夏は、猛暑の中、局地的に記録的な豪

雨に見舞われ、全国各地に大きな被害をもたら

しました。南グループ３ヵ所のゴルフ場に対し

て、多くのメンバーの皆様より「被害はなかった

か」とご心配のお声掛けをいただきました。幸い

最小限の被害にとどまり、営業停止に至りませ

んでした。昨年の台風１８号被害の教訓を生か

した事前対応が生かされたものと思います。改

めて感謝申し上げます。

ゴルフ業界では、業界をリードしてきた団塊

世代が７０代を迎え、ゴルフ人口の大幅減少を

懸念する「１５年問題」が指摘されています。甲

賀カントリー倶楽部は、２年後の平成２８年に

開場５０周年を迎えます。これを機に、環境変

化に対応し、甲賀の伝統である「堅実さ」を維持

する中で「女性」「若者」「シニア」各層の老若男

女の誰もが「仲間」や「家族」と和やかに楽しく

プレーできる新しいスタイルのゴルフ場を目指

してクラブハウスの全面改装を実施いたします。

アメリカではゴルフ人口の４０％が女性とい

われております。日本では１０％に満たない状況

です。今回の改装では、特にメンバーの皆様よ

り多くのご要望があった女性のバスルーム、パ

ウダールーム等の充実を図ります。今まで以上

に、多くの女性のプレーヤーが、甲賀の豊かな

自然の中でゴルフの醍醐味を楽しんでいただけ

るものと確信しています。

改装工事中は、会員の皆様には、多大なご迷

惑をかけることとなりますが、ご理解とご協力を

よろしくお願い申し上げます。

来春、新しく生まれ変る「甲賀カントリー倶楽

部」にご期待ください。

3

髙田 紘一
キャプテン
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クラブハウスの改装について

　甲賀カントリー倶楽部は、おかげさまで開場50周年という大きな節目を迎えることとなりました。
これもひとえに、会員の皆様をはじめ倶楽部運営を支えてくださった関係者の皆様のご厚情の賜物と
深く感謝申し上げます。
　当倶楽部は、このたび50周年を迎えるにあたりまして、クラブハウスを全面改装いたします。装いも
新たに、さらなる質の高いサービスの提供とともに、ご来場いただく皆様によりいっそう充実したクラブ
ライフを送っていただきたいと思っております。

About the Club House クラブハウスを新たに全面改装し
充実したサービスと共に至福のゴルフタイムを
ご提供します。

　50年にわたり甲賀カントリー倶楽部のコースを見
守ってきたクラブハウスの外観もシックなデザインに
一新いたします。これからも変わらず当倶楽部のシン
ボルとしてご愛顧ください。

　入口正面にはシンボリックな意匠の階段を設置し、
入館した印象は大きく変わります。フロントでは、より
一層親切丁寧な接客サービスと共に皆様にくつろぎ
の時間をご提供いたします。

Club House
クラブハウス改装工事

Outside
外観

（コース側）

Powder
room

パウダールーム

Front
フロント

Bath
room

浴場

《改装のスケジュール》
　改装期間中の営業につきましては、下記の通りとさせていただきます。会員の皆様にはご不便、
ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

《完成予定図》

　女性の方にも快適に安心してクラブライフをお楽し
みいただきたい。そんな思いから、クラブハウス内にい
つでもお気軽にご利用いただける個室型のパウダー
ルームを完備いたします。

　プレーで心地よく疲れた体を、ゆっくり庭園を見な
がら癒していただけるよう広めにスペースをとった浴
場には、リラックスできるパーソナルスペースを確保し
た洗い場を設置いたします。

改装期間中は、特別割引料金にてプレーしていただけます。

11月初旬 クラブハウスの一部内装工事を着工いたします。
  これまで通りクラブハウスは営業いたします。

1月5日〜3月末 全面工事着工のため仮設のクラブハウスにて営業いたします。
　仮設営業の期間は、以下の点をご了承ください。
　・ 浴場の使用はできません。
　・ トイレは仮設の簡易なものになります。
　・ 昼食はお弁当のご提供となります。

4月1日 改装が完了し、新しいクラブハウスでの営業となります。
  一部外装工事が4月1日以降にずれ込む場合があります。
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会員募 集 要 項
甲賀カントリー倶楽部会員募集について

Invitation to New Members

会員の皆様には平素より甲賀カントリー倶楽

部をご愛顧賜り誠にありがとうございます。お

かげさまで開場50周年という大きな節目を迎

えることとなりました。

これを機に当倶楽部では、預託金不要の「終

身会員」や、法人会員の社員の方も会員としてプ

レーしていただける「法人社員会員」を新設いた

しました。また、従来の正会員、週日会員、法人

会員の他、世代交代を図るためにも親子間で会

員権を譲渡して親子でプレー権を存続できる

「親族会員制度」の募集も行っており、支払のご

負担を軽減する「分割支払制度」も引き続きご

利用いただけます。施設面におきましては、レ

ディースティの増設や、この度のクラブハウスの

全面改装によるパウダールームの完備など、女

性にやさしいクラブをめざした整備も進めてお

ります。

これからは、甲賀カントリー倶楽部の特長の

ひとつでもあるアットホームな雰囲気を大切に

しながらも、今の時代に沿った新しい甲賀カン

トリー倶楽部の姿を目指してまいります。そし

て、多くの新しい方々が集い活気溢れる倶楽部

の実現のために、従来の会員様と新しい会員様

の出会いや交流の場として、充実したクラブライ

フをご提供できるよう努力してまいります。

新しくなる甲賀カントリー倶楽部にこれまで

通りの温かいご支援を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

桂　直史
支配人

終身会員
預託金不要で気軽にご入会していただけます。
※譲渡、休会はできません。
※預託金は不要のため退会時の返金はございません。

週日会員
日曜・祝日を除く週日（月曜日〜土曜日）をメンバー料金で
プレーしていただけます。

親族会員制度
週日会員・正会員ともに、親子・夫婦間での名義変更の場合、
親子・夫婦とも会員としてプレーしていただけます。
※登録料：300,000円（消費税別）

法人社員会員制度
新たに法人社員会員が登録できるようになりました。
正会員と同条件でプレーしていただけます。

姉妹コースのご利用
阿南カントリークラブ（徳島県阿南市）および
恵那峡カントリークラブ（岐阜県恵那市）にてメンバー料金でプレーして
いただけます。

募集会員 預託金 登録料（税別） 合計（税別） 分割納入の有無 年会費
（税別）

プレイ
可能日

親族会員
社員会員

クラブ
競技

個人会員

正会員 550,000円 400,000円 950,000円 預託金のみ3年分割
可能 30,000円 全日 ○※1 ○

週日会員 100,000円 300,000円 400,000円 25,000円 日祝日除く ○※1 ○

終身会員 不要 400,000円 400,000円 登録料2年分割可能 30,000円 全日 ○

法人会員（記名） 550,000円 400,000円 950,000円 預託金のみ3年分割
可能 30,000円 全日 ○※2 ○

※1 個人親族会員 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

※2 法人社員会員 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

（親族会員・社員会員）

分割支払制度

【終身会員の場合】
登録手数料を最長2年を限度として分割、無金利でお支払いいただけます。

【正会員・法人会員の場合】
預託金を最長3年を限度として分割、無金利でお支払いただけます。

入会時必要書類

・入会申込書
・約定書
・名義書換申請書
・顔写真（3㎝×3㎝） 3枚
・印鑑証明 1通

・住民票 1通
・年会費自動振替依頼書
・登記簿謄本（法人会員の場合）
・覚書（分割支払制度ご利用の場合）

※登録料：300,000円（消費税別）
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公式競技　結果報告
Results of Official game

西谷　良美

スクラッチ競技
一般の部 2014.03.30
優 勝 吉本　吉隆 

理事長杯
2014.06.01
優 勝

　2年連続で優勝させていただき感無量です。いつもラウンドしていただ

く仲間に感謝するとともに、いくつになってもこのような競技にチャレン

ジできるよう精進いたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　三大競技の一つであるキャプテンス杯に優勝させていただき本当に

感無量です。メンバーの皆様、スタッフの方々、今後ともよろしくお願い致

します。

　おかげさまで初めてスクラッチ競技に優勝させていただくことができ

ました。いい状態のグリーンコンディションに仕上げてくれたキーパーは

じめコース管理のスタッフに感謝申し上げます。

　いままで幾度となくチャンスはありましたが、あと1歩のところで逃し続

けていましたので、今回優勝できたことは本当にうれしいです。仲間と甲

賀のスタッフの方に感謝いたします。これからも仕事にゴルフに頑張って

いきます。ご指導よろしくお願いします。

橋本　貞男

スクラッチ競技
シニアの部 2014.03.30
優 勝 浅原　克浩

キャプテンス杯
2014.08.24
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 川中 邦年 - - 峰　 克司 芦田 宗俊
2 月  辻　 保宏 - - - -
3 月 田邉 政巳 馬場 健三 井原 勝弘 木村 　登 馬場 健三

2月振替 - 田口 順次 西井 雅幸 - -
4 月 平山 哲男 吉村 宗市 米林 時夫 秋丸 　惠 守屋 憲人 
5 月 木俣 幸三 進士 晴高 杉原 泰三 小林 正明 米林 時夫  
6 月 橋本 貞男 守屋 憲人 子安 章雄 神田 眞澄 守屋 憲人 
7 月 平山 哲男 山本 和弘 田中 三津夫 進士 晴高 有田 正義 

rank name out in gross total

優勝 橋本　貞男
38 34 72 201
43 44 87
42

準優勝 末田　雄士
39 38 77 204
39 44 83
44

3 位 松村　辰美
43 40 83 216
46 43 89
44

rank name out in gross total

優勝 西谷　良美
39 38 77 210
42 51 93
40

準優勝 土明　周史
36 44 80 214
44 46 90
44

3 位 川中　邦年
41 42 83 217
43 47 90
44

rank name out in gross hdcp net total

優勝 吉本　吉隆
39 38 77 8 69 178
44 38 82 8 74
39 4 35

準優勝 浅原　克浩 
41 40 81 8 73 180
40 38 78 8 70
41 4 37

3 位 川中　邦年
40 40 80 5 75 181.5
39 36 75 5 70
39 2.5 36.5

rank name out in gross hdcp net total

優勝 浅原　克浩
38 39 77 7 70 176.5
43 36 79 7 72
38 3.5 34.5

準優勝 土明　周史
37 37 74 3 71 177.5
37 37 74 3 71
37 1.5 35.5

3 位 谷口　正士
38 42 80 9 71 179.5
42 39 81 9 72
41 4.5 36.5

 ■ 各種競技結果

新年杯 2014.1.2 
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）
木俣 幸三 林　 弘美 黒田 純司

初夢杯 2014.1.5
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）
奥村 善彦 守屋 憲人 宇野 嘉隆

春分の日杯 2014.3.21
優勝

 津田　孝

年齢別競技 2014.7.21
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）

有田 正義 三宅 俊介 津田 保幸

< 敬称略 >
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　甲賀カントリー倶楽部の会員の皆様、いつもあ

たたかいご声援を賜り厚くお礼申しあげます。

　去る９月１日、私が主催するコンペ「平塚会」

の第一回を甲賀CCで開催させていただき、

１００人を超える方々にご参加いただきました。

このコンペはジュニアゴルファーの育成を目的

に、収益の一部を基金に提供し、お世話に

なったゴルフ界の将来の発展に少しでも貢献し

たい思いから、始めさせていただきました。

　また、１２月には例年恒例のチャリティコンペ

も予定しております。今年も全国各地で天候不

安による水害等が多発しており、被害にあった

方々のための基金に協力するため、他数のご参

加をお願いいたします。

　夏場に左ヒジを痛めてしまい、調子が上がら

ない中でのツアーが続いております。９月から

始まる秋のトーナメントからは、故障を完治さ

せ、会員の皆様に喜んで頂けるようなプレーが

できるよう全力で取り組んでまいります。これ

からもどうぞご声援くださいますよう、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 

トーナメントでの活躍はもちろん、
ジュニアゴルファーの育成や被災者支援に
これからも取り組んでまいります。

関西インタークラブ競技・滋賀地区予選
東地区予選が甲賀 CC にて開催されました！

村松　和彦
木ノ下 誠司
幸　　英明
浅原　克浩

神戸　　優
小島　康弘
橋本　貞男
谷口　正士

甲賀 CC 代表選手

競技結果

トータル 379ストローク 第 2 位
（参加クラブ　東地区11クラブ中）

氏名 OUT IN TOTAL
幸　　英明 38 38 76 ◯
村松　和彦 39 36 75 ◯
木ノ下誠司 35 38 73 ◯
小島　康弘 42 37 79 ◯
神戸　　優 43 39 82
橋本　貞男 42 34 76 ◯

　8 月 29 日に行われました平成 26 年度関西インタークラブ競技滋賀地区予選は、本年は 2 会
場での開催となり、滋賀東地区が甲賀カントリー倶楽部、西地区が皇子山カントリークラブで開
催されました。
　東地区優勝の大甲賀カントリークラブと西地区優勝の朽木ゴルフ倶楽部の 2 チームが決勝大会

（近畿予選）に進みました。決勝は 9 月12 日によみうりカントリークラブで開催されます。
　甲賀カントリー倶楽部はあと一歩およばず 2 位となりました。多くの皆様のご声援ありがとうご
ざいました。また、当倶楽部での開催にあたり、競技運営にご協力いただきました方々に厚くお礼
申し上げます。
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KOGA COUNTRY CLUB｜2014 SUMMER

甲賀カントリー倶楽部からのお知らせ
Information from Koga Country Club

南グループからのお知らせ
Information from Minami Group

南グループの恵那高原開発株式
会社は新たに新東名高速道路の藤
枝パーキングエリア（上り線）を運営
することとなり、4月26日（土）、当該
施設をリニューアルしてオープンさせ
ました。

新たな店舗は東海道五十三次の藤
枝宿をテーマにした空間となっていま
す。新東名高速道路をご利用の際に
は、是非、藤枝パーキングエリア上り線
にお立ち寄りください。

新東名高速道路・藤枝パーキングエリア（上り線）オープン！

＜ PR ＞ 近江スエヒロ本店からのお知らせ

メンバー、ビジター問わず、どなたでも気軽にご参加いただける甲賀カントリー倶楽部のオープン
コンペ。豪華賞品を取り揃え、毎回大変盛り上がっております。これまで参加されたことのない方も、
皆様お誘い合わせの上奮ってご参加ください。

オープンコンペのご案内

ミナミフードサービスは5月1日（木）より、京都市で
下記の3つの飲食店の営業を開始しました。

南グループのサービス理念「感謝の気持ちで感動
のおもてなし」を共有し、地域のお客様に愛される店
舗を目指してまいります。

■とりでん 桂五条店
　京都市西京区上桂前田町58-1 TEL 075-382-2629
■とりあえず吾平 伏見桃山店
　京都市伏見区桃山町和泉16-1 TEL 075-604-6855
■とりあえず吾平 伏見下鳥羽店
　京都市伏見区下鳥羽西芹川町22 TEL 075-604-6290

ミナミフードサービス、新たに飲食店３店舗の営業開始

９月１０日〜１０月末まで

ステーキ＆
ハンバーグフェア

滋賀県草津市大路３丁目１−３９
TEL 077-562-3651


