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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。
　おかげさまで本年10月に50周年を迎えるこ
ととなります。メンバーの皆様にはこれまでの
ご高配とご支援に対しまして、あらためて感謝
申し上げます。誠にありがとうございます。
　昨年は大事業でありましたクラブハウスの改
修工事を無事に終えて、予定通り４月から新し
いクラブハウスにて営業を開始することができ
ました。おかげさまでお客様より好評をいただ
き、また秋のシーズン中も台風による影響も少
なく天候も安定しておりましたので、入場者数
を大幅に伸ばすことができました。
　特に女性の施設を充実させた効果が数字
として表れており、女性の入場者数が９％から
13％へ伸びております。この効果を更に伸ばし
て、多くの女性ゴルファーに甲賀カントリーの魅
力を実感していただきたいと願っております。
　50周年を迎える本年は、６月にＫＧＵ主催の

ミッドシニア決勝競技（２日間競技）、８月には
京都滋賀オープンの決勝ラウンドと市町村別
対抗戦である県民体育大会を当倶楽部で開催
する予定となっております。これらの大きな競
技会をしっかりと運営し、当ゴルフ場が50周年
を迎えることを広くお知らせして参ります。そして
９月に開催いたします開場50周年記念杯では、
メンバー様とご一緒に盛大に祝いたいと思って
おります。
　また50周年を新たなスタートにしまして、こ
れまでのヤーデージに変わる新たな試みとして、
署名なしでチェックインを可能としたプリペイド
カードシステムを導入します。メンバーの皆様に
はご理解とご協力をお願い申し上げます。
　今後とも引き続き、しっかりとしたクラブ運営
と健全な経営基盤を築き、当倶楽部の伝統と
格式を守って行くことに全力を尽くして参ります。
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。

　あけましておめでとうございます。皆さまに

はお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申

し上げます。昨年の日本シリーズJTカップでは、

石川遼選手が２位に５打の大差をつけ国内メ

ジャーを初制覇し、久々に日本ゴルフ界に明る

い話題を提供してくれました。３年間の米国ツ

アーでの苦闘を経て、技術的・精神的にも成長

した姿は、今年の活躍を、そして悲願の米国ツ

アー初優勝を予感させるものでした。

　さて、2016年は私たちにとって２つのビッグ

イベントが待っています。

　一つ目は甲賀カントリー倶楽部が、記念す

べき開場50周年を迎えることです。1966年

10月、高松宮殿下、妃殿下をお迎えして滋賀

県内４番目のゴルフ場としてオープンして以

来、大自然の中に群生する数万本の赤松林と

四季の花々が美しい県下有数の名門コースと

して、その歴史を彩っています。この50周年を

機に、会員相互の親睦と交流が一層深まれば、

と思う次第です。

　２つ目は、今年のブラジル、リオ・デ・ジャネ

イロで開催されるオリンピックです。1904年の

セントルイス大会以来、実に112年ぶりにゴル

フ競技が復活します。オリンピックコースは、こ

の地特有の砂地帯と原生林が茂るラフエリアの

中にアンジュレーションの強いグリーンとフェア

ウェイが配置され、大西洋からダイレクトに吹

き付ける風とフラットな地形があいまって難度

の高い「レセルバ・マラペンディGC」。石川選

手と同じく日本人の活躍で、大西洋の風に日本

国旗がはためくよう期待したいものです。

　皆さまの今年一年のご健勝ならびにご多幸

と、甲賀カントリー倶楽部の益々の発展を心よ

り祈念申し上げます。
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今年10月、甲賀カントリー倶楽部は
おかげさまで開場50周年を迎えます。

●8月21日仮オープン、10月16日正式オープン
　オープン式典には高松宮殿下、妃殿下ご来場

●3周年記念コンペ盛大に開催

●三笠宮殿下ご家族様、松茸狩りにご来場

●甲賀ファミリーランド開園

●阿南カントリークラブ、9ホールがオープン
●同18ホールオープン

●7番ホール右斜面が土砂崩れを起こし、
　5番ホールグリーンまで土石流の被害に

●6番ホール改造
●オフィスコンピュータ導入

●開場20周年、ロッカールーム・浴場を改装
●16番ホール上段ＴＥＥ増設
●甲賀ファミリーランド閉園

●ＫＧＵインタークラブ競技開催

●ベントグリーン新設
●ＫＧＵインタークラブ優勝
●ミナミ草津ゴルフガーデンがオープン
●ＫＧＵインタークラブ優勝
●ＫＧＵインタークラブ2年連続優勝

●12番ホール改造

●関西女子アマチュア選手権予選開催
●ホームページ開設
●ヤーデージバンク・Vクラブ制度導入

●関西ミッドアマチュア選手権予選開催
●関西アマチュア選手権予選開催
●開場40周年

●新名神高速道路開通

●台風18号の被害により12日間クローズ

●クラブハウスリニューアル
●開場50周年
●KGU関西ミッドシニア決勝競技開催
●京都滋賀オープン決勝ラウンド開催
●県民体育大会開催

1966
1969

1971
1973

1978
1979

1980
1983
1984

1986

1987

1990

1995

1996
1997
1998

2000
2001
2002

2005

2006

2008

2013

2015

2016

（'66）ビートルズ来日

（'68）学生運動がピーク・安田講堂事件
（'69）アポロ11号、人類初の月着陸

（'70）大阪万博
（'72）札幌オリンピック・沖縄返還
（'73）巨人Ｖ９達成・オイルショック
（'74）長嶋茂雄選手、現役引退
（'76）ロッキード事件
（'78）青木功、ゴルフ世界マッチ
	 プレー選手権で優勝

（'80）王貞治選手、現役引退

（'81）初のスペースシャトル打ち上げ
（'83）東京ディズニーランド開園

（'85）阪神タイガース日本一

（'87）岡本綾子、全米女子ゴルフ
	 初の外国人賞金王
（'88）ソウルオリンピック
（'89）昭和天皇崩御、昭和から平成へ

（'91）バブル経済崩壊
（'92）バルセロナオリンピック
（'93）皇太子殿下、雅子妃殿下ご結婚

（'95）阪神淡路大震災
	 地下鉄サリン事件
（'96）アトランタオリンピック

（'98）長野オリンピック

（'00）シドニーオリンピック

（'01）アメリカ同時多発テロ事件
（'02）サッカーワールドカップ
	 日本・韓国大会
（'04）アテネオリンピック
（'05）愛・地球博開催

（'06）野球日本代表が世界一に輝く

（'08）北京オリンピック

（'11）東日本大震災
（'12）ロンドンオリンピック

甲賀CCのあゆみ 世の中の主な出来事

当倶楽部の50年間の軌跡をご紹介いたします。
1966年開場、今年開場50周年を迎え、さらなる歩みを続けています。

甲賀カントリー倶楽部のあゆみ

43

𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
代表取締役会長

　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。

甲賀カントリー倶楽部は、滋賀県4番目のゴル

フ場として開場以来、本年10月に、50周年を迎

えます。昨年4月、記念事業としてのクラブハウ

スの全面改装が、一足早く完成しました。内外

の設備を一新した施設は、会員の皆様から高

い評価をいただき、おかげさまで入場者も大幅

に増加しております。

　バブル崩壊後、ゴルフ場を取巻く環境が一

変し、滋賀県内でも、多くのゴルフ場が経営破

綻しました。その中にあって、県内有数の堅実

なゴルフ場として高くご評価をいただき、今日を

迎えられたのも開場当時からのメンバーをはじ

め、「甲賀」をホームコースとして長年にわたり、

あたたかく見守り、ご支援いただいた皆様のお

蔭と感謝する次第です。

　本年は「関西ミッドシニア決勝競技」をはじ

めいくつかの大きな競技会を開催し「甲賀50

年」を発信します。メンバーの皆様とも、開場

記念競技等の記念事業を通じて、一層、信頼

と交流が深まる1年となることを願っています。

　南グループの堅実経営の伝統を守る中で、

経済環境、社会環境変化に機敏に対応し、ま

すますの発展を期して頑張りたいと思います。

引き続き変わらぬご支援、ご指導を心よりお願

いいたします。
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甲賀カントリー倶楽部は2016年10月に開場50周年を迎えることとなりました。これもひとえに会
員の皆様のご愛顧の賜物であると確信いたしております。
この誌面では、当時の様子を、会員様のコメントと懐かしい写真で振り返ります。
創業者の想いを再確認し、これからも当倶楽部の伝統と格式を守っていきます。

■クラブハウス
1996年、開場当時のクラブ
ハウスです。当時は屋上にフ
ェンスがありました。何度か
の改修工事を経て、昨年に
は全面リニューアルをいたし
ました。50年間皆様をお迎
えし続けています。

駐車場■
開場当時の駐車場はまだ舗装もされておら
ず、もちろん白線など引かれていませんでし
た。駐車している車のデザインを見ても時
代の流れを感じます。

1966

開場当時の甲賀カントリー倶楽部

65

青木 善政 様

大岡 通男 様

　私が運送会社を創業して間もない頃、当時造成中のコースから、切り出した樹木
の運搬を承った事が甲賀カントリー倶楽部との出会いです。まだゴルフというものを
知らなかった私は、なぜ良い木を残し、まばらに樹木を伐採するのかと疑問に思った
ことを思い出します。当時、近畿でも随一の工業団地がこの町に誘致され、産業都市
として将来への希望に満ち溢れていた頃でした。開場した甲賀カントリー倶楽部に
は、事業や町の発展に情熱を持った方々がメンバーに集い、私もそういった素晴らし
い方 と々のご縁をいただき入会させていただきました。この町にとって、甲賀カントリ
ー倶楽部は誇りであり、希望の象徴であったように思います。
　早いもので50年、卒寿を越えた今も現役でプレーさせていただき、会社のゴルフコ
ンペも定期的に開催させていただいております。
　甲賀カントリー倶楽部はゴルフのプレーだけで無く、桜や紅葉など四季折々の美し
い里山の景観を感じさせてくれる場所です。開場当時より当倶楽部が誇る立派な赤
松も、この頃はマツクイムシの被害を目にするようになりました。この素晴らしい景観
をこれからも末永く継承していただけるよう、植樹等による貢献を行なっていきたい
と考えております。
　この地域に生かせていただいている事に感謝しながら、愛すべき甲賀カントリー
倶楽部の益々の発展に、微力ながら、貢献させていただく事が私の喜びです。これか
らも、健康に気をつけ、出来る限りゴルフを続けていきたいと思います。

　私は開場以来のメンバーで、現在では最も古いメンバーとなりました。
　昭和36年、27歳で九州の小倉から甲賀郡甲西町（現 湖南市）に移り住んで間も
なく、三雲ドライブイン支配人の原氏と知り合い、そのご縁から、翌年甲賀カントリー
倶楽部を設立される事となる南新太郎氏と出会わせて頂きました。
　昭和37年、南新太郎氏から「甲西町にゴルフ場を造るからゴルフを始めないか」と
お誘い頂いたのです。練習のため開場前のゴルフ場に足繁く通ったものです。コース
への道路はまだ曲がりくねった砂利道で、自動車の床に穴が開いてしまった事もあり
ました。もともと力自慢で飛距離には自信があり、若さにものを言わせて練習を重ね
たこともあり、オープンの一か月後にはハンディ18を頂く事が出来ました。
　一方、オープン直後のゴルフ場はメンバーが少なく、月例競技の人数確保に苦労し
たものでした。しかし、それ故メンバーはお互いに親しく交流できたものです。当時は
クラブハウスで宿泊することができ、後に2代目理事長となる南新一氏と、昼はゴルフ、
夜は麻雀と楽しい時間を過ごしたものでした。
　ゴルフ人気はバブル期に頂点を迎えるのですが、その後の景気低迷期には全国数
多くのゴルフ場が経営難に見舞われる事となります。その難局を乗り越え、この度甲
賀カントリー倶楽部が50周年を迎えられるのは、歴代支配人をはじめすべてのスタッ
フが創設者である南新太郎氏の精神を受け継ぎ、地域に根ざした堅実経営に徹して
こられたからに他なりません。
　これから先30年、50年、100年先を見据えた倶楽部運営を行っていただき、名実
ともに名門と呼ばれるゴルフ場として発展し続ける事を望んでおります。

甲賀カントリー倶楽部の開場にあたり、
昭和41年10月16日高松宮殿下・妃殿
下をお迎えして競技及び盛大なパーティ
ーが行われました。

開場当時を振り返って

甲賀カントリー倶楽部理事
競技委員長

甲賀カントリー倶楽部監事
グリーン委員長

高松宮宣仁親王と喜久子妃殿下
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新ポイントカードのご案内

会員募集について

New point card

New member recruitment

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）…預託金から登録料への充当が可能です。

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。

甲賀カントリー倶楽部のポイントカードが新しくなります。

当倶楽部開場50周年にともない各種会員の募集を行なっております。
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　新年あけましておめでとうございます。

　旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがと

うございました。おかげさまで甲賀カントリー

倶楽部は2016年10月に開場50周年を迎えま

す。これもひとえに会員様をはじめ、多数のお

客様からのご愛顧の賜物と感謝申し上げます。

　さて、私と甲賀カントリー倶楽部の出会いは

高校生のころキャディのアルバイトに採用され

た事がきっかけです。ちょうどその1年後に、当

時10歳だった平塚哲二プロが入会してきました。

私も高校卒業後はプロを目指して研修生として

コースで働かせていただくことになりましたが、

32歳の時にゴルファーとしての夢を平塚プロに

託して、私自身は専従の職員としての道を歩む

事にいたしました。そして、会員様のあたたかい

ご指導とご支援のおかげで、一昨年にはゴルフ

場の支配人に就任させていただくまでになりま

した。

　50年の甲賀カントリー倶楽部の歴史の中で、

私は33年間をこの地で過ごさせていただいた

ことになります。長きに亘り、世間知らずの若者

であった私を叱咤激励していただき、ゴルフ場

の支配人にまで育てていただきました会員様

には、この場を借りて心より感謝の気持をお伝

えしたいと思います。

　今回、50周年を迎えるにあたり、お世話に

なった会員様にこれまでの御恩をお返しできる

よう、感謝の気持ちを込めて、スタッフ全員が

一丸となって会員様にご満足いただけるサービ

スの徹底に努めてまいります。本年もどうぞよ

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

西谷 良美

クラブ選手権
2015.10.25
優 勝

優 勝

おかげさまで11回目のクラブチャンピオンにならせていただきました。
ここ数年間は遠ざかっていたタイトルを獲得する事ができて感無量です。
これからも若手のプレーヤーの皆様方と共に一層プレー、マナーの向
上に努めてまいります。

　「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」との思いで毎年グランドシニア選手
権に出場してきましたが、今年はたまたま最高のゴルフが出来て「その
鉄砲」が当たってしまいました。ゴルフの女神が私に微笑んでくれたので
しょう。今後ともよろしくお願いします。

腰痛に悩まされていましたが、今回３回目となるシニアチャンピオンの
ビッグタイトルを獲得することができまして大変嬉しくおもいます。これか
らも体を鍛えつつ、楽しんみながらゴルフを続けていきたいと願っており
ます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

神戸　優

シニア選手権
2015.10.25

澤田 一矢

グランドシニア選手権
2015.10.8 
優 勝

16 15

1 2-1

5-3

4-3 2-1

2UP 4-32-1

2UP

7-6

19H1UP

5-3 1UP

不戦勝6-5

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

西谷　良美 橋本　貞男

馬籠　昭典 一宮　寿行

吉田　勉 宮谷　一

安田　義博 浅原　克浩

山本　洋樹 中野　寿男   

谷口　正士 竹島　道之

松村　雅人 伊藤　智史

田中　晃仁 小島　康弘

16 15

1 6-5 不戦勝

7-6

1UP 4-2

2UP 2UP19H1UP

20H1UP

3-1

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

神戸　優 末田　雄士

中口　輝昭 橋本　俊和

北中　長夫 齊藤　孝志

秋丸　惠 赤木　渉

白井　好夫 作田　勝弘

鈴村　善信 三久保量章

田上　知 山本　幸正

寺西　孝之 田中　哲夫

2UP

19H1UP

19H1UP3-2

1UP
 ■ 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 吉田　勉 林　弘美 田中三津夫 國枝 義雄 中野 惠造 

9 月 安田 義博 吉村 宗市 中嶋 忠男 西谷 良美 山本 和弘 

10 月 谷口 正士 橋本 博久 荻田 久昭 神田 眞澄 杉原 泰三

11 月 作田 勝弘 古園 浩一 中島憲太朗 北田 良三 守屋 憲人 

12 月 川中 邦年 上山𥔎 充弘 杉原 泰三 松原 昭博 中野 惠造

 ■ 各種競技結果

開場記念競技① 2015.9.5 
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

一宮 寿行 古野 孝良 尾谷　正 

開場記念競技② 2015.9.6
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

佐川 憲司 守屋 憲人 竹内千賀子

南新太郎メモリアル競技 2015.11.23
ABC 合同 （優勝）

作田 勝弘 

< 敬称略 >

rank name out in gross total

優勝 澤田　一矢 
37 40 77 163
40 46 86

準優勝 中野　護 
45 41 86 168
41 41 82

3 位 山本　山治 
43 41 84 169
44 41 85

西谷　良美

神戸　優
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美濃部一志 様 水谷 廣司 様 久保 恒雄 様
安田 義博 様 佐野 裕郎 様 角谷 圭美 様
岩城 伸和 様 宇野 正倫 様 山本 豊秋 様
松崎    泰 様 細野 禎之 様 影山    稔 様
金子 征嗣 様 細野喜代志 様 清水由紀香 様
川合    均 様 小林 貞彦 様 上森 秀夫 様
松浦 龍一 様 安部 勝利 様 中村 好弥 様
德地 雄二 様 岡本 和也 様 林    健史 様
富田 和夫 様 中嶋 良輔 様 川中 伸彦 様
竹内千賀子 様 中嶋 忠男 様 立入 寛己 様
中村 勝弘 様 中口 英人 様 堀井 信夫 様
市岡    悟 様 藤田    篤 様 板谷 祐一 様
廣岡 保裕 様 土山 芳生 様 新井 真浩 様
森山 貴広 様 松岡 幸大 様 川畑慎太郎 様
小林    稔 様 宮谷    一 様 髙橋 洋之 様
梅田 智之 様 新見    浩 様 横山 俊介 様
梅田 幸裕 様 渡邊 憲一 様 宇田 健太 様
村田宗一郎 様 土本 忠司 様 青木 悠佑 様
金田 幸太 様 中田 博雄 様 青木 和彦 様
吉井 勝之 様 松原 國彦 様 小西 繁樹 様
山邑 英之 様 林田 正義 様 倉田 秀幸 様
山北    平 様 田中    敬 様 岡本    滋 様
中島 吉浩 様 渡邉 邦男 様 髙    廣宣 様
市井 善積 様 奥       博 様 菅野 成昌 様
辻本 康人 様 脇坂 友彦 様 岡本 卓也 様
今西 伸之 様 辰己 勝彦 様 西島    暁 様
大山 康弘 様 三崎 章吾 様 駒井 亨治 様
小泉 孝久 様 神之口 薫 様 三崎 和将 様
石田 幸靖 様 中島太久雄 様 向江 和也 様
松岡 真司 様 野邉    学 様 藤岡富士枝 様
園田 英樹 様

会員様からの近況報告  申年の年男さんにお聞きしました。

　私は生まれも育ちも湖南市三雲です。甲賀
カントリー倶楽部の造成当時（※）によく遊びに
来たことは鮮明に覚えています。父は開場当
時からの会員で、途中で私に会員権を譲ると
言われたのですが、私のところのご近所の方、
知人らが、キャディー・売店・コース管理・下請
け業者といったかたちで皆様が働いておら
れ、甲賀カントリー倶楽部にお世話になってお
られた方がたくさんおられました。そのような
方々から、当時、月に一、二度ゴルフに行くと
『毎日ゴルフに行けていいな』と、いろんなこ
とを言われましたので、私は会員になるのをや
めていました。
　時が過ぎ、しばらくして、私の知人全員が退
職なされたころを機に、2003年頃あらためて
甲賀カントリー倶楽部の会員になり、現在はゴ
ルフを充分苦しんで…いやっ！楽しんでやっ
ています。
　早いもので開場50年、私も還暦となり、クラ
ブと同じ歴史を歩いてきたと感慨しています。
　今年もまた、新たな気持ちで少年のように
練習に励み、少しでもHDをあげるように努力
いたします。
　皆様もおおいに当倶楽部を活用され、良い
遊び場にして楽しみましょう・・・
　今年も平和でありますように。
※造成当時…山の木材だし、ブルドーザーでコース造成
　　　　　　していた頃

　開業50周年おめでとうございます。私にとっ
ての甲賀はカントリー倶楽部というよりも、休
日になれば創業者である祖父（南新太郎）に
連れられて向かう甲賀ファミリーランドとして
の印象が深いです。なぜゴルフ場と遊園地が
併設されているのかと祖父に尋ねると、父親
がゴルフを楽しむ間、母親と子供達はファミ
リーランドで楽しく遊びながら待つ、正に「家
族みんなで出掛けて行くゴルフ場」がコンセプ
トであるからだと聞かされ、子供ながらに感心
したのを思い出します。私たち孫も祖父が仕
事を済ませる間、遊園地で遊びながら待ちま
した。忍者屋敷では掛け軸裏の穴から外へ通
じる抜け道にワクワクし、ゴーカートではレース
ごっこを楽しみ、動物園では放し飼いの猿や
ウサギを追い駆け思う存分楽しみました。代
官屋敷の縁側に腰掛けて遊び疲れて戻る孫た
ちを待つ祖父の姿を今もよく思い出します。祖
父の抱いたコンセプト通り子供達や孫とゴルフ
に出かけるのが夢です。

川中 元藏 様 南 義彦 様

Messages from members

　甲賀カントリー倶楽部との出会いは、甲西
町長であった私の父のところに、創設者である
南新太郎氏が、ゴルフ場の新設について町に
協力要請された事がきっかけです。折しも高
度成長期で、甲西町でも当時開設された湖南
工業団地と共に、甲賀カントリー倶楽部は町
の発展に大きく貢献する存在でありました。父
は、南新太郎氏は尊敬できる素晴らしい経営
者だと私に何度も話してくれました。
　私は開場と同時に入会し、若い頃は夢中に
なってプレーしましたが、私が政治の道に入っ
てからは、プレーすることは減りました。しか
し、私にとって最も愛着のあるゴルフ場である
ことはずっと変わりません。
　昭和58年には野村克也氏を招いて甲賀ファ
ミリーランドでの野球教室と、甲賀カントリー
倶楽部でのゴルフ大会を開催したこともありま
した。
　開場50年を迎えられたのは、地域とプレー
ヤーである会員のコミュニケーションを重視
し、着実に歩んでこられたからだと思います。
これからも甲賀カントリー倶楽部の益々の発
展を祈念いたします。

奥村 展三 様

新入会員様ご紹介
（2015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。

194 4年（昭和19年）生 1956年（昭和31年）生 1968年（昭和43年）生
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　11月のカシオワールドオープンでは、多くの会員様
からご声援をいただきまして、誠にありがとうござい
ました。結果は残念でしたが、久しぶりに元気な姿を
お見せする事ができました。
　2015年は、故障に悩まされ続けたシーズンとなり、
会員の皆さまのご声援にお応えすることができず、大
変申し訳有りませんでした。
　2016年は、生涯獲得賞金が25位以内のプレー
ヤーに与えられる資格により、何とかシード権は確保
することができましたが、まさに「崖っぷち」の一年と
なります。
　全力で戦い抜きますので、今年もご声援ください
ますよう、どうぞよろしくお願い致します。

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

2016年、全力で戦います。

2015年秋、スポーツ報知にて『平塚哲二のGOLF
の哲学』というレッスンコーナーが連載されました。
その一部をご紹介します。
連載記事の内容はインターネットでも公開されてい
ます。（2015.12現在）
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平塚プロ 2015年 年間結果
日時 ツアー名 順位 獲得賞金

09.17-09.20 ANAオープン 16T ￥1,483,428

09.24-09.27 アジアパシフィック　
ダイヤモンドカップゴルフ 44T ￥795,000

10.01-10.04 トップ杯東海クラシック 76T -

10.08-10.11 HONMA TOURWORLD CUP 
AT TROPHIA GOLF 51T ￥252,000

10.22-10.25 ブリヂストンオープン 102 -
10.29-11.01 マイナビABCチャンピオンシップ 89T -

11.05-11.08 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 
2015 94T -

11.26-11.29 カシオワールドオープン 2015 45T ￥628,000
国内獲得賞金ランキング 115位     賞金総額 ￥3,158,428.-


