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ごあいさつ
Greetings

理事長

南 啓次郎 大道 良夫
キャプテン

　明けましておめでとうございます。会員の皆様
におかれましては、穏やかな新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
　昨年は４月の消費税増税と高速道路割引率
の縮小等で消費が低迷し、８月の天候不良と
１０月の台風により、甲賀カントリー倶楽部は苦
戦を強いられることとなりました。消費税１０％
への増税は延期されましたが、景気回復の兆し
がなかなか見えて来ない状況が続くのではな
いかと懸念しております。
　この様な経済状況下ではありますが、当社は
いよいよクラブハウス改修工事を本格的に開始
いたしました。
　1月８日から３月末日までの３カ月間は仮設ク
ラブハウスでの営業となります。この期間中にお
風呂がご利用いただけず、また厨房設備がない
ためお弁当の昼食となります。メンバー様に多
大なご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げ
ます。仮設ハウスの営業期間中はプレイ料金を
値下げして対応させていただきます。メンバー
様には、この期間中もご支援を賜ります様、何
卒お願い申し上げます。
　１０年間の長きに渡り当倶楽部のキャプテン
をお引き受けいただけました髙田紘一様（滋賀

銀行特別顧問）から、本年より大道良夫様（滋
賀銀行頭取）へキャプテンを交代いただくこと
となりました。髙田キャプテンには永年に渡り、
ご高配賜りましたこと心より感謝申上げると共
に、大道新キャプテンをお迎えすることができ
まして、私共にとってたいへん心強いことであり、
メンバー及び従業員を代表して心より歓迎申し
上げます。
　４月３日からは、生まれ変わった新しいクラブ
ハウスでの営業となります。メンバー皆様が誇
れるクラブハウスを作り上げる様に、着実に改
修工事計画を進めて参ります。是非とも楽しみ
にしていただきたく期待してお待ち下さいませ。
　クラブハウスの改修工事は、当社にとってた
いへん大きな投資となります。この大事な時に
こそ、堅実な倶楽部経営をして行かねばいけな
いと肝に銘じて取組んで参ります。メンバー様
に誠実なゴルフ場であり続けること、それこそが
今日まで築き上げてきた当倶楽部の伝統と格
式を保つことに繋がると信じて頑張って参りま
す。今後共引き続き、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。

　このたび、南理事長さんからご要請を受け、

名門甲賀カントリー倶楽部のキャプテンに就任

いたしました。誠に名誉なことであり、微力なが

ら精一杯責任を全うしたいと存じます。会員さ

まはじめ関係者の皆 さ々まのご支援とご協力を

何卒よろしくお願い申し上げます。

　さて、私とゴルフとの出会いは45年前に遡り

ます。社会人の嗜みと銀行入行後すぐにゴルフ

を始め、平成14年には当倶楽部の会員になら

せていただき、現在までホームグラウンドとして

お世話になっております。

　ゴルフはまさに「人生の縮図」そのものです。

山あり、谷あり、OBを打った後でもくさらずに我

慢をしていればバーディーも取れます。ゴルフ

を通して「平常心」の大切さなど様々なことを

学び、多くの友人にも恵まれました。また、ゴル

ファーなら一生に一度は経験したい「ホールイ

ンワン」も、奇跡としか言いようがありませんが、

平成19年に大利根カントリークラブ、平成23年

には、ジャパンエースゴルフ倶楽部でそれぞれ

達成いたしました。キャプテン就任を機に、当

倶楽部で‘3度目の奇跡’を達成し、少しでも倶

楽部の隆盛に貢献できれば、と願う次第です。

　甲賀の山々に桜の花が咲き溢れる頃、新た

に生まれ変わるクラブハウスで花見酒をいただ

きながら、皆さまとともにゴルフ談義に花を咲

かせることを心待ちにしております。
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ごあいさつ
Greetings

理事会からのお知らせ

甲賀カントリー倶楽部 役員・委員のご紹介

Information from Council

役員
理事長 南　啓次郎
キャプテン 大道　良夫

理事
大岡　通男 奥村　展三 白井　治夫
北村　良藏 吉武　昭隆

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
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𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
代表取締役会長

　新年明けましておめでとうございます。会員

の皆様におかれましては、健やかによきお年を

お迎えいただいたことと心よりお慶び申し上げ

ます。

　２０１６年に迎える甲賀カントリー倶楽部開

場50周年の記念事業であるクラブハウスの全

面改装工事が、4月初めの完成をめざし、本格

的に進んでいます。すでに、ご案内しております

ように、エントランス・ロビー、バスルーム、パウ

ダールーム、レストランをはじめ施設全体が一

新され、ハード面、ソフト面の両面にわたり、さ

らに質の高いサービスを提供させていただく施

設となります。甲賀の豊かな自然の中で、ゴルフ

の醍醐味を楽しむ仲間同士が、さらに絆を深め

ていただける施設になることと確信しています。

　南グループでは、昨年、静岡県藤枝にパー

キングエリア、京都市内に飲食店がオープンい

たしました。本年4月には、兵庫県川西にスイミ

ングスクール、草津市内に飲食店が、新たにス

タートします。いずれも、将来、グループ成長の

基幹になることが期待できる事業です。

　今年は、今まで以上に、環境変化に柔軟に

対応し、新生「甲賀カントリー倶楽部」を含め

グループ全体の総力を結集して、更なる飛躍の

一年となるよう頑張る所存です。

　引き続き会員皆様のあたたかいご指導、ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

12 月 2 日（火）に開催されました理事会での承認事項をお知らせいたします。
出席者／（理事長）南 啓次郎 （理事）大岡通男、奥村展三、白井治夫、北村良藏、吉武昭隆　＜敬称略＞

■ 親族会員制度がご利用いただきやすくなりました。
１ 登録手数料 30 万円を、預託金からの充当を可能にします。
　親族会員制度をご利用の際、預託金の一部より登録手数料（税別 30 万円）に充当できるよう
になりました。追加の費用をご負担いただくことなく、会員権を譲渡していただけます。但し、親
会員が原則として満 70 歳以上であることが条件となります。

２ 親族会員の対象を「三親等」にまで拡大します。
　親族会員制度の適用対象範囲を、下記の通り拡大します。
　【従来】二親等まで   

▲

  【変更後】三親等まで　   
※次回の理事会の開催は今年 5 月の予定です。
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会員募集について
Invitation to New Members

桂　直史
支配人

会員募 集 要 項
甲賀カントリー倶楽部

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

親族間での名義変更の場合、新・
旧会員ともに会員としてプレーし
ていただけます。

今年度より、適用対象範囲を
三親等までに拡大いたしました。

※登録料：300,000円（消費税別）

▲  預託金から登録料への充当が可能
                                            となりました。

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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会員の皆様には新年明けましておめでとうご

ざいます。

平素より、甲賀カントリー倶楽部の運営に多

大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

いよいよクラブハウスの改装工事が目前と

なってまいりました。改装中は何かとご不便を

お掛け致しますが、またとない機会でもありま

すので、改装期間中もどうか奮ってご来場くだ

さいますよう、お願い申し上げます。また、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」を新設し、昨年よ

り募集を開始しましたところ、すでに30名近い

方々から新入会のお申し出をいただきました。

今後さらに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、新入会員の募集を

継続して行なってまいります。本年は、真新しく

なるクラブハウスと共に、充実した俱楽部ライフ

をご提供できるようさらなる努力をしてまいりま

す。どうぞ本年も、変わらぬご支援を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。
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公式競技　結果報告
Results of Official game

小島　康弘

クラブ選手権
2014.10.26
優 勝

優 勝

　最後のパターが決まった瞬間から身が引き締まる思いでおります。
一打一打を大切にと言われますが、まだまだなのは自分が一番よく知っ
ているつもりです。その奥深さをかみしめ、その名にはじないように真摯
にゴルフに取り組んでいきます。対戦いただいた皆様、パスさせていただ
いた皆様、そして最高の舞台を提供してくださった甲賀CCの皆様に心よ
りお礼申し上げます。

甲賀CCに入会し苦節31年、念願の四大競技で優勝することが出来、
感無量です。いつもラウンドしていただく仲間の方 ・々甲賀のスタッフの
方々に心より感謝申し上げます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

今回のシニア選手権では幸運に恵まれ優勝することができました。こ
れは、これまでお付き合いいただいたクラブ会員の皆様やスタッフの皆
様のおかげとお礼を申し上げます。今後も、「ゴルフ万事塞翁が馬」をモ
ットーに、できるだけ永く楽しめるよう精進したいと思っています。よろし
くお願いいたします。

末田　雄士

シニア選手権
2014.10.26

松村　辰美

グランドシニア選手権
2014.10.9 
優 勝

16 15

1 1UP

5-4

6-5 3-2

6-5 4-31UP

4-3

不戦勝

7-6

3-2 2-1

不戦勝不戦勝

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

小島　康弘

木ノ下 誠司 小島　康弘

谷口　正士 杉本　清

伊山　昭一 吉田　勉

河内　孝明 中水　滋己

飯沼　和重 橋本　貞男

一宮　寿行 川中　邦年

浅原　克浩 伊藤　智史

山本　洋樹 笠島　実俊

16 15

1 7-5 3-2

3-2

3-2 4.3

2-1 3-23-2

3-2

5-4

6-4

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

末田　雄士

作田　勝弘 髙木　敏

中場　寛行 平尾　敬介

北中　長夫 田中　哲夫

田上　知 古川　嘉久

中口　輝昭 齊藤　孝志

山本　新次 寺西　孝之

末田　雄士 原　敏隆

鈴村　善信 赤木　渉

1UP

3-2

5-4

19Ｈ
１UP

4-3
 ■ 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)

8 月 松浦 貞明 岡田　淳 馬杉　浩 中嶋 勝見 山本 和弘

9 月 木俣 幸三 竹口 隆明 千代　誠 山﨑 糸治 井上 嘉明

10 月 伊藤 智史 山本 和弘 千代　誠 松浦 貞明 山本 和弘

11 月 飯沼 和重 山﨑 糸治 西井 雅幸 小林 正明 守屋 憲人

12 月 中川 宏能 西川　聡 西井 雅幸

 ■ 各種競技結果

開場記念競技① 2014.9.6 
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

北本 晃三 岡井 俊明 室田 孝学

開場記念競技② 2014.9.7
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

松岡 千晃 太田 順夫 谷口 普彦

南新太郎メモリアル競技 2014.11.23
A クラス （優勝） BCクラス（優勝）

松下　均 木村　登

< 敬称略 >

rank name out in gross total

優勝 松村　辰美
46 39 85 166
40 41 81

準優勝 村山　恒男
42 43 85 168
42 41 83

3 位 山本　山治
42 42 84 168
42 42 84
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飯沼 和重 様 小西 久米蔵 様 平松 久子 様
立石 裕子 様 林　 充浩 様 中島 憲太朗 様
水谷 清美 様 上山﨑 充宏 様 関田 一男 様
竹内 正憲 様 竹内　 温 様 上村　 隆 様
遠藤 文一 様 木下 亜紀 様 奥田 敏広 様
田中 秀康 様 塩貝 隆夫 様 友田 英幸 様
西原 正人 様 田邉　 昭 様 吉田 真孝 様
中村　 定 様 辻　 泰好 様 辻　 博子 様
藤井 達雄 様 古園 浩一 様 髙岡 秀樹 様
八木 和敏 様 平山 洋子 様 德田 仁美 様
森　 謙治 様 三浦 修司 様 高嶋 沙智子 様
水谷 正道 様 中嶋　 均 様 小野 俊朗 様
髙木　 稔 様 浅野 文彦 様 津田 儀行 様
山岡 登志也 様 谷口　 浩 様 中森 あゆみ 様
庄司　 浩 様 井上 哲也 様 大崎 裕士 様
富田　 彊 様 千代 直人 様 大野 恭永 様
木邑 良三 様 上田 三千男 様 西川 浩彦 様
木村 隆紀 様 坂口 祐司 様 松井 幸男 様
小野 健藏 様 木田　 勇 様 中村 敏光 様
白井 幸則 様 橋本 鎌一 様 田原 大志 様
中野 寿男 様 武村 知子 様 白井 好夫 様
金子 成一 様 大八木 貴之 様 伊藤 克彦 様
井上 宏美 様 井上 侑樹 様

会員様からの近況報告  未年の年男・年女さんにお聞きしました。

　皆様　新年明けましておめでとうございます。
　今年が年男と言うことで、歳は節目の60歳になります。
　オギャ～と生まれて714ヶ月が経ち、この間結婚、二人
の子供の出産、二人の子供が結婚し三人の孫が生まれま
した。
　人生60年の間に、このような幸せな話ばかりでありませ
ん、私が後厄の43歳のときでした、朝会社へ到着し、いつ
ものように「タバコに火をつけて」パソコンに電源入れたと
ころで、急激に胸部の圧迫と激痛が起こり額からは、脂汗
がでて普段とは全く違う体調となりました。堪えきれずに
自力でタクシーに乗り込み最寄りの済生会茨木病院へ駆
け込んだところ、医師が「救急車手配」と看護師に指示、
私は救急車で搬送中に心肺停止となりましたが、心肺蘇
生で血液を循環させていただき何とか国立循環器病院
へ到着、急性心筋梗塞でカテーテルにより一命を取り止
めていただきました。
　私は、一度命が亡くなったのも同然です。新たに運よく
二回目の人生を出発させていただくことになり、お蔭様で
今年還暦を迎えることが出来ました。（現在生まれ変わっ
て16歳の未成年？。）この機会にタバコを止めることにな
り、運動不足の解消としてゴルフとの本格的な出会いとな
りました。
　これまでも年間４～５回程度のゴルフでしたが、甲賀カ
ントリー倶楽部のアットホームな雰囲気及びメンバーさん
との出会いがあり私もメンバーの一員とさせていただき、
今では年間50回程度のラウンドを甲賀カントリー倶楽部
で楽しく元気にプレーさせていただいています。
　来年は甲賀カントリー倶楽部も記念すべき開場50周年
を迎えようとしています。クラブハウスのリニューアル等、
忙しい年となりますがいつまでも全社員で素晴らしいゴル
フ場の運営を目指してください。楽しみにしております。
　これからも多くの会員の皆様方及びスタッフの皆様方と
共に、いつまでも健康で楽しく、ゴルフを楽しみましょう。

　あっという間に、ゴルフ歴が14年になりました。
　私がゴルフを始めたきっかけは娘の影響です。娘が
10歳、小学校の4年生になったとき、甥の影響でゴルフ
を始めることになりました。ゴルフというスポーツを全く
存じていなかった私は、ただ単に娘のお稽古事がひと
つ増えた。そんな単純な軽い気持ちからだったのです
が、甥に一生懸命にゴルフをさせていた兄との行動が多
くなり家族一丸となって取り組むようになったのは自然
の成り行きでしょうか…
　ご縁があって甲賀カントリー倶楽部所属の平塚哲二
プロの師匠である太田了介プロとの出会いから、今の私
のライフワークが成り立っているのかもしれません。
　そんな出会いがあって、甲賀カントリー倶楽部の会員
として仲間入りさせて頂き、はや（？）年。仕事までゴル
フに携わることになり、公私ともに大変お世話になって
おります。誰もが思うアットホームさが甲賀カントリー倶
楽部の魅力ですが、2015年、クラブハウスがリニューア
ルされるとあり、実は淋しくもあるのが私の本心です。
　綺麗になると冷たく感じる。そんなことを想ってしまう
のは私だけでしょうか?
　まだ見ぬリニューアルされた甲賀カントリー倶楽部に
沢山の期待はあれど、、
　更に品格高いゴルフ倶楽部を目指し今までの歴史と
風格、温かみを感じさせる倶楽部であり続けてほしいと
節に願っています。
　また、リニューアルにともない新会員様やゲストも増
え明るいゴルフ場になっていくよう努めるのも、根幹で
ある会員の役目であり、自負していくべきことではないで
しょうか。
　そして、2015年、新たな出会いが新しい甲賀カント
リーで生まれることを心より楽しみにしています。

山口　茂 様 宮田 亜矢 様

Messages from members

　甲賀カントリークラブの皆様、新年あけまし
ておめでとうございます。
　今年は未年、6回目72歳の年男の年を迎え
ました。今年も頑張って甲賀ゴルフを楽しみた
いと思っております。
　最近の生活のリズムは、総じてゴルフが中
心で回っているように思えます。
　早朝の散歩、筋トレのジム通い、荷物運び
中心のボランティア活動、練習場通い等など
出来得る限り永く続けたい、上手くなりたい
（？）の一心で日々精進しております。
　とは言っても、毎回、毎回上手くいきま
せん。凡ミスの連発で今更ながらゴルフの難
しさ奥の深さに打ちのめされることの多いこ
の頃です。
　まあ、古希を過ぎたのだから成績は良いの
では、などと言い訳をしながら、内心では自分
に腹を立てている自分がいる。本当に楽しい
若々しいゴルフをしておりますし、今後とも続
けてまいります。
　2015年、春には倶楽部ハウスが改装され
オープンされます。大いに期待をしています。
　青春は、16歳だけのものではない、70歳に
も青春はある。要は心の持ち方。ある詩人の
｛詩｝です。甲賀カントリーで青春を。

円水 成行 様

「70歳の青春」
新入会員様ご紹介

（2014年1月〜12月まで）

以下の皆様が新しく甲賀CCの一員に加
わられました。今後ともどうぞよろしくお
願い致します。
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　昨シーズンは、左ひじの痛みがひどく、医師か
らも早く療養をすることを勧められていました
が、シード権獲得のため、痛みを我慢しながら
の試合をつづけていました。しかし、９月からは
出場すらできなくなり、そのままシーズン終了と
なりました。今期のシード権は、公傷が認められ
たおかげで何とか確保することができました。
　賞金シードは今年から制度が変わり、賞金ラ
ンキング60位以内の第１シードと、75位までの
第２シードがあり、第１シードはフル参戦が可能
ですが、第２シードは、シーズン後半に成績に応
じて出場優先順位を見直す「フォールシャッフ
ル」までの出場となります。私の場合は、第2
シードの扱いになるので今シーズンは前半の戦
いが非常に大切です。
　今は、沖縄やグアムで調整を行なっています。
必ずや万全のコンディションを整え開幕戦を迎
えますので、どうか会員の皆様には今後も応援
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 

故障を克服し、万全の状態で
開幕を迎えます。
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平塚プロ 2014年 年間結果
日時 ツアー名 順位 獲得賞金

03.27-03.30 Indonesia PGA Championship - -
04.17-04.20 東建ホームメイトカップ 48T ￥361,920
04.24-04.27 つるやオープン - -
05.01-05.04 中日クラウンズ - -
05.22-05.25 関西オープンゴルフ選手権競技 6 ￥2,160,000
05.29-06.01 ～全英への道～ミズノオープン 41T ￥429,000
06.05-06.08 日本プロゴルフ選手権大会　日清カップヌードル杯 - -
06.19-06.22 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 7T ￥4,421,250
07.03-07.06 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ 27T ￥1,480,000
07.31-08.03 ダンロップ・スリクソン福島オープン - -
08.28-08.31 アールズエバーラスティングＫＢＣオーガスタ 20T ￥1,298,000
09.04-09.07 フジサンケイクラシック 47T ￥325,600
09.18-09.21 ANAオープン 棄権 -
09.25-09.28 アジアパシフィックオープン ダイヤモンドカップゴルフ 欠場 -
10.02-10.05 トップ杯東海クラシック 欠場 -
10.09-10.12 TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Central 欠場 -
10.16-10.19 日本オープンゴルフ選手権競技 欠場 -
10.23-10.26 ブリヂストンオープン 欠場 -
10.30-11.02 マイナビABCチャンピオンシップ 欠場 -
11.06-11.09 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦 欠場 -
11.13-11.16 三井住友VISA太平洋マスターズ 欠場 -
11.20-11.23 ダンロップフェニックス 欠場 -
11.27-11.30 カシオワールドオープン 欠場 -
12.04-12.07 ゴルフ日本シリーズＪＴカップ 欠場 -
国内獲得賞金ランキング 81位     賞金総額 ￥10,475,770.-

東建ホームメイトカップにて
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　女性の方にもっと快適にクラブライフをお楽し
みいただくために、パウダールームを新たに設けま
す。また、アメニティにもこだわり、ご満足いただけ
る空間をめざします。
　浴室には、個々に仕切りのあるシャワーブースを
設け、パーソナルスペースの確保にも配慮しており
ます。リニューアルすることで女性を中心とするイベ
ントにもおすすめできる施設に生まれ変わります。
　館内のイメージは、落ち着いた色調でまとめ、よ
りリラックスした気分でお過ごしいただける施設と
なります。

　フロントは、玄関を入って正
面に移動させます。そうすること
で、エントランスが広くなり、皆さ
んにくつろいでいただけるロビー
スペースを確保できるようになり
ます。

　５０年にわたり甲賀カントリー
倶楽部を見守ってきたクラブハウ
スは、伝統的なデザインを残し
ながらも、シックなイメージに一
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。

《改装のスケジュール》

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

４月３日、クラブハウスが
 生まれ変わります！

　2016年に迎える開場50周年を記念したクラブハウスの全面改装がいよいよスタートします。会員
様により一層ご満足いただける空間で、さらなる質の高いサービスを提供してまいります。改装期間
中は、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

Powder Room
パウダールーム

Front & Lobby
フロント・ロビー

Outside
外観

Bathroom
浴室

Stairs
階段

Restaurant
レストラン

伝統を守りながら、現代的な装いへ。

1月4日まで

1月5日〜7日

4月1日〜2日

4月3日

1月8日〜3月31日

通常通り

休場日

休場日

工事完了、新クラブハウスでの
営業スタート。
※一部外装工事がずれ込む場合
があります。

仮設のクラブハウスで営業
厨房が使えないため、昼食は
お弁当をご用意します。浴室
はご利用いただけません。

改装期間中のメンバー料金の変更

※改装期間中は上記の料金でお弁当付。

● セルフ
通常￥5,884（消費税・ゴルフ利用税650円・振興協力金50円含む）

通常￥8,164 （消費税・ゴルフ利用税650円・振興協力金50円含む）
● キャディ付

￥4,812（消費税・ゴルフ利用税550円・振興協力金50円含む）

￥7,074 （消費税・ゴルフ利用税550円・振興協力金50円含む）

クラブハウス改装期間中のお願い

全面改装のため、仮設のクラブハウスとなります。

厨房が使えないため、昼食はお弁当をご用意します。

浴室はご利用いただけません。

改装期間中は、仮設のクラブハウスでの営業
となります
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女性のお客様にやさしい、クラブハウスへ。

ゆっくりくつろいでいただける、クラブハウスへ。

＜完成予想図はイメージです。インテリア、配置、配色など変更になる場合がありますのでご了承ください。＞


