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関西ミッドアマチュアゴルフ選手権
予選競技開催！
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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。新年を迎
えるにあたり倶楽部を代表してご挨拶申し上
げます。
　おかげさまで甲賀カントリー倶楽部は52
年目の新春を迎えることができました。これ
もひとえに長年に渡りお支え下さいましたメ
ンバー様のご厚情の賜物と心より感謝申し上
げます。
　昨年は10月に襲われました２つの台風の影
響により、コース内の陥没や倒木が数カ所発
生しました。特に７番ホールのティグラウンド
から６番のグリーン箇所では陥没がひどく抜
本的な修復工事が急務となっております。当
初は本年度に練習場の改築工事などを予定
しておりましたが、それよりもコース内の陥没
箇所の土木工事を優先して進めて参りたく、

メンバー様のご理解を賜ります様にお願い申
し上げます。
　メンバーの皆様に安心していただけます様
に、予測される気候環境の変動に対応できる
コースの修繕と管理をしっかりと行って参る
所存でございます。そして、これからの６０
年・70年とメンバー様と共に歩みを進めて参
りたく切に願っております。
　ゴルフ人口の高齢化や若手ゴルファーの減
少等、ゴルフ業界は依然として厳しい状況が
続いて行くかと思われます。この様な環境下
ではありますが、健全な経営基盤をしっかり
と堅持して、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る所存です。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。

　明けましておめでとうございます。
　皆様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11月、徳島の姉妹コース「阿南カント
リークラブ」でラウンドをさせていただきまし
た。今回２回目でしたが初回時の印象と違わ
ず、秀逸のゴルフ場です。冬場にもかかわら
ず管理の行き届いたコース、キビキビした
キャディさん、ランチに食べた美味しい海鮮
丼と鱧（はも）皮のちくわなど、最高のゴルフ
旅行を楽しみました。また、地元草津の町内
会のような雰囲気でご一緒いただいた取引先
の皆様に感謝。甲賀カントリー倶楽部の皆様
には、阿南、恵那の両姉妹コースを自信を
持ってお勧めいたします。是非ともご利用くだ
さい。
　ところで、昨年後半のラウンドを振り返りま
すと、以前のように仕事上のお付き合いでの
ゴルフが少なくなり、息子とその岳父との家

族ゴルフや社内の友人、大学の同窓会、経済
団体の気の合う方々など、気の置けない仲間
とのプレーが多くなりました。
 「歳をとったらゴルフのお誘いは断らないこ
と。それが若さを保つ秘訣」と尊敬する先輩
に教わりましたが、全くその通りだと思いま
す。今では「次は何時に…」ということが気に
なります。
　ゴルフ人口の減少、特に若い世代のゴルフ
離れが懸念される昨今ですが、私たちが率先
してゴルフの持つ良さを伝えていくことが大
切だと思います。お互いの健康・交友の輪の
維持、若さの保持のためにも、家族、友人、
同窓生、ご近所など、プライベートの仲間を
コースに引っ張り出して、一緒にゴルフを楽し
みたいと思案中です。
　皆様のご健勝ならびにご多幸、そして本年
も皆さまがそれぞれのゴルフライフを満喫さ
れますことを心よりお祈り申し上げます。
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Greetings
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武 昭隆

日本観光開発株式会社
取締役会長

　新年明けましておめでとうございます。メン
バーの皆様におかれましては、決意も新たに
新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、日本製品の信頼を揺るがしかね
ない品質データ改ざんをはじめ、多くの不祥
事が名門大企業で続発しました。改めて企業
のCSR（企業の社会的責任）が求められ、ガ
バナンスのあり方が問われています。スポー
ツ界においても、国技といわれる大相撲での
横綱の暴力問題がおこり、引退を余儀なくさ
れることとなり世間を騒がせました。
　ゴルフ場の経営にあたっては、このことを念
頭におき、サービスの向上と共に、より安心と
安全で信頼される経営に徹したいと思います。
また、ゴルフは紳士のスポーツといわれます。

フェアプレーに徹し、範を示し、多くのメン
バーの皆様にゴルフライフを楽しんでいただ
ける施設を目指す所存です。
　一方、昨今の地球温暖化による不順な天
候は、ゴルフ場の集客やコース維持管理にも
大きく影響し、問題となってきております。ゴ
ルフは自然との共生を図るスポーツといえま
す。いつまでも甲賀の素晴らしい自然の中
で、健康で楽しいゴルフを満喫していただけ
るよう、維持管理にも今まで以上に心掛ける
所存です。　
　今年も、健康で穏やかな一年でありますこ
とをお祈りし、年頭の挨拶とさせていただき
ます。

3

支配人

桂　直史

　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠
にありがとうございました。
　私自身、甲賀ＣＣに入社し37年目を迎える
年となります。その間、メンバー様の皆様に
数多くのご声援・お力添えをいただき、ここま
で育てていただいたと心より感謝いたしてお
ります。
　終身会員制度の実施により、若い方のご
入会は大変喜ばしいことですが、全体では
年々会員数が減少しております。寂しい限り
です…。

　皆様に築き上げていただいた県内随一の
アットホームな雰囲気のゴルフ場を継続して
いくためにも、お知り合いの方、ご親族の方々
をご紹介・ご入会いただければ幸いです。何
卒、よろしくお願い申し上げます。
　今年も引き続き皆様に快適なプレーを楽し
んでいただけるよう、コースコンディションの
維持やお客様対応をはじめ、サービスの向上
にさらなる努力を重ねてまいる所存です。
　どうぞ本年も相変わりませずご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
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2018年度  競技日程
Competition schedule

2018年度の競技日程は下記の通りです。
本年も皆様のエントリーをお待ちしております。

月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
キャプテンス杯予選（HDCP12迄）
キャプテンス杯決勝27HSP
月例杯　A

開場52周年記念競技　A・B・C
開場52周年記念競技　A・B・C
月例杯　A
月例杯　B・C
秋分の日杯　A・B・C
役員・委員競技
月例杯　シニア・グランドシニア

グランドシニア選手権予選（HDCP25迄）
クラブ選手権予選（HDCP12迄）
シニア選手権予選（HDCP16迄）
グランドシニア選手権決勝
クラブ選手権1・２回戦
シニア選手権1回戦
月例杯　B・C
クラブ選手権準決勝
シニア選手権準決勝
月例杯　シニア・グランドシニア
クラブ選手権決勝
シニア選手権決勝
月例杯　A

月例杯　A
月例杯　B・C
南新太郎メモリアル競技　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
ラストコール杯　A・B・C
グランドマンスリー　A・B・C
シニア・グランドシニア
（1月～12月月例杯優勝者）

 ８月 5日（日）
  12日（日）
  19日（日）
  26日（日）

 
 ９月 1日（土）
  2日（日）
  9日（日）
  16日（日）
  23日（日）
  28日（金）
  30日（日）
 
 10月 4日（木）
  7日（日）

  11日（木）
  14日（日）

  21日（日）

  28日（日）
 

月11  11日（日）
  18日（日）
  23日（金）
  25日（日）

 12月 2日（日）
  9日（日）
  16日（日）
  23日（日）

新年杯　A・B・C
初夢杯　A・B・C
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
春分の日杯　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

スクラッチ競技（一般の部・シニアの部）
予選（HDCP18迄）
スクラッチ競技（一般の部・シニアの部）
決勝27HSP
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
役員・委員競技

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
理事長杯予選（HDCP12迄）

理事長杯決勝27HSP
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
七夕杯　A・B・C合同
月例杯　B・C
年齢別競技　～19、20～26、27～
月例杯　シニア・グランドシニア

 1月 2日（火）
  7日（日）
  14日（日）
  21日（日）
  28日（日）
 
  ２月 4日（日）
  11日（日）
  18日（日）
 
 3月 4日（日）
  11日（日）
  21日（水）
  25日（日）
 
 ４月 1日（日）

  8日（日）

  15日（日）
  22日（日）
  27日（金）
  
 5月 6日（日）
  13日（日）
  20日（日）
  27日（日）
 
 6月 3日（日）

  10日（日）
  17日（日）
 
 ７月 1日（日）
  7日（土）
  8日（日）
  15日（日）
  22日（日）
 

競技名 競技名日程 日程

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

ハンディキャップ委員会
　当委員会では昨年6月に委員会を開催、7月1日付で新
HDCPを決定いたしました。つきましては8月1日よりメンバー様
のHDCPを改正させていただいておりますのでご確認をお願い
いたします。

　11月の競技委員会にて、今年度のシニア選手権の予選通過者を従来の16名から8名に変更することを決定いたしました。（参加者減
少により）また、4月にクラブ競技として「スクランブル競技」の開催を予定しております。今年もクラブ競技運営にご協力お願いいたします。

日時 ツアー名 順位 獲得賞金
01.19-01.22 SMBCシンガポールオープン 予落 -
01.26-01.29 レオパレス21ミャンマーオープン 予落 -
04.13-04.16 東建ホームメイトカップ 44T ￥420,457
04.20-04.23 パナソニックオープン 予落 -
04.27-04.30 中日クラウンズ 52T ￥301,200
05.18-05.21 関西オープンゴルフ選手権競技 28T ￥482,125
05.25-05.28 ～全英への道～　ミズノオープン 120T -
06.01-06.04 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 予落 -
07.06-07.09 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ 予落 -
07.27-07.30 ダンロップ・スリクソン福島オープン 予落 -
08.24-08.27 RIZAP KBCオーガスタ 予落 -
08.31-09.03 フジサンケイクラシック 60T ￥250,800
09.14-09.17 ANAオープン 22T ￥1,166,000
09.21-09.24 アジアパシフィック　ダイヤモンドカップゴルフ 54T ￥630,000
09.28-10.01 トップ杯東海クラシック 64T ￥243,100
10.05-10.08 HONMA TOURWORLD CUP 102T -
10.19-10.22 ブリヂストンオープン 31T ￥432,750
10.26-10.29 マイナビABCチャンピオンシップ 36T ￥528,750
11.02-11.05 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 56 ￥488,000
11.23-11.26 カシオワールドオープン 45T ￥660,000
国内獲得賞金ランキング 99位    賞金総額 ￥5,603,182.-

委員会だより
 From committee

競技委員会

グリーン委員会
　昨年度は、コースメンテナンスとして松枯れ伐採とバンカー
の排水工事を行いました。また一昨年から年２回行っている
フェアウェイの穴あけと砂入れについても実施しております。

エチケット委員会
　日頃より倶楽部内のマナー向上にご協力いただきありがと
うございます。コースの目土入れ・スロープレーの改善にクラブ、
役員の方 と々ともに今後も取り組んでまいります。

キャディ委員会
　当委員会ではエチケット委員と合同で会議を行っています。
また日頃より「コースの状況」と「お客様の声」に一番近い存在
である、キャデイの声をサービス向上に活かすための働きかけ
を続けています。

ハウス委員会
　最近ではお迎えやお客様へのお声掛けなど、接客ルールの
徹底がなされてきました。綺麗になったクラブハウスとともに人
的努力で更に快適なゴルフ場へと目指してまいります。

レディース委員会
　レディースTEEの充実や、女性客に対しての細かな配慮が行
き届いているとお褒めの言葉をいただいています。今後も女性
ゴルファーに喜んでいただけるクラブ運営に努めてまいります。

＜平塚プロ 2017年 年間結果＞

念願のシード復帰で挑んだ一年！
　念願のシード復帰で挑んだ今年でしたが、夏場の不調
が響き、シードを維持することができませんでした。そのうえ
QTでも失敗し、いつも応援していただいた皆様に申し訳な
い思いで一杯です。
　今年はゼロからの気持ちでチャレンジツアーに挑み、必ず
シードに返り咲くことをお約束します。どうか温かいご声援
をよろしくお願いいたします。



KOGA COUNTRY CLUB｜2018 WINTER

87

2-1

公式競技　結果報告
Results of Official game

梅田 智之

クラブ選手権
2017.10.22
優 勝

優 勝

2年連続でクラブチャンピオンになれたことを大変嬉しく思います。
2016年は理事長杯、スクラッチ競技でも優勝を納めることができましたの

で、今年、2018年の目標は残るキャプテンス杯の優勝です。これまで以上に
研鑽を積み、良い結果を出せるよう努力したいと思います。皆様ご指導の程よ
ろしくおねがいします。

運良く優勝でき、また、予選・決勝とも経験豊富な皆様とのラウンドは、和気
あいあいとした雰囲気で、先輩から体力維持のヒントなども伺うことができ、楽
しい2日間となりました。皆様ありがとうございました。

2番ホールで同組の土川君がロストボールをしたんですが、僕が次の3番ホ
ールで同じようにロストボールをしたときに、「腐らずあきらめず！」と声をかけ
励ましてくれました。
その言葉のおかげで最後まで粘ることができ、逆転勝利につながったのだ

と思います。この結果が私の初優勝となり、非常に嬉しいです。

念願のシニアチャンピオンになれて光栄の至りです。
二連覇、三連覇に向け精進しさらなる飛躍をしていく覚悟です。
甲賀カントリー倶楽部のメンバーとして、マナー、エチケット、礼儀についても
若いメンバー様のお手本となるように頑張っていきます。皆様の応援よろしく
願いいたします。

橋本 貞男

シニア選手権
2017.10.22

田上 知 

宇田 稲生

グランドシニア選手権
2017.10.12 

キャプテンス杯
2017.8.27 

優 勝

優 勝

16 15

1 7-6

4-3

6-5 2-1

8-7

7-6

5-4

6-4

1UP

21H1UP

5-4 6-4

1UP1UP

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

梅田　智之 和田　育郎

伊山　昭一 渡邉　邦男

土川　和敞 谷口　正士

中野　寿男 佐藤　武

安田　義博 山本　洋樹

宮嶋　真也 吉本　吉隆

伊藤　克彦 浅原　克浩

中水　滋己 小島　康弘

16 15

1 2-1 4-3

3-2

2UP 4-3

19H1UP 20H1UP

6-5

不戦勝

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

橋本　貞男 谷口　悦雄

齊藤　孝志 寺西　孝之

白井　好夫 作田　勝弘

中口　輝昭 赤木　渉

神戸　優 山本　幸正

山本　新次 田中　哲夫

北中　長夫 末田　雄士

髙木　敏 奥村　善彦

3-2

4-3

5-43-1

2-1

 ■各種競技結果

開場51周年記念競技① 2017.9.2
Aクラス （優勝） Bクラス（優勝） Cクラス（優勝）

小林 貞彦 前田 正尚 竹口 隆明  

開場51周年記念競技②            2017.9.3
Aクラス （優勝） Bクラス（優勝） Cクラス（優勝）

谷口　太   宮原　強  八木 和敏 

秋分の日杯 2017.9.23
ABC 合同 （優勝）

辻　泰好 

南新太郎メモリアル競技 2017.11.23
A （優勝） BC 合同 （優勝）

松浦 貞明 中森 あゆみ

<敬称略>

梅田　智之

橋本　貞男

rank name out in gross HDCP NET total

優勝 宇田　稲生
45 40 85 12 73 174
40 40 80 12 68
39 6 33

準優勝 山本　洋樹
38 36 74 6 68 177
36 39 75 6 69
43 3 40

3 位 安田　義博
42 40 82 6 76 178
38 35 73 6 67
38 3 35

rank name out in gross total

優勝 田上　知 
40 35 75 147
35 37 72

準優勝 山本　山治
44 39 83 164
42 39 81

3 位 小林　三男
46 43 89 165
35 41 76

 ■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 佐藤 武 林 充浩 東村 吉彦 土本 忠司 堀田 恒彦 

9月 竹島 道之 森 正 田中 憲一 萱原 幸信 井上 嘉明

10月 和田 育郎 室田 孝学 田中 典夫 今西 伸之 守屋 憲人 

11月 岡田 淳 西村 文仁 野﨑 鉄平 西村 秀夫 髙木 敏 

7-5
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恵那峡カントリークラブ

ミナミ草津ゴルフガーデン

阿南カントリークラブ

＜会員特典＞
姉妹コースの会員特別価格をご用意しております。エントリーは、甲賀カントリー倶楽部を通じて行ってください。
全　日 :メンバーフィ

入場料（通常525円）が無料となります。
会員証または携帯用会員証を受付でご
提示ください。

＜会員特典＞

岐阜県恵那市長島町中野1269番地の51
TEL.0573-25-5111（代） FAX.0573-25-5757
支配人：田口 高男

徳島県阿南市橘町江ノ浦88番地
TEL.0884-27-1814　FAX.0884-27-1850
支配人：岡 和海

滋賀県草津市東矢倉3丁目9番75号
 (京滋バイパス下り線沿い） 
TEL.077-562-1135　FAX.077-562-2761
支配人：野村 裕之（元 甲賀カントリー倶楽部 研修生）

新入会員様ご紹介

姉妹コースご利用特典のご案内

Introduction of new members

Information on sister course usage benefi ts

村上   真祥様
髙桑　   聡様
清水 　  憲様
寺本   真久様
成子   真人様
東村   吉彦様
福井   邦充様
長谷川哲也様
山田   和也様
大坪   大平様

中村　   学様
山本　   忍様
辻元   秀樹様
倉田   紀康様
大槻   貴史様
山元   磯和様
藤井   英次様
林　   真志様
林　   哲史様
山本   和良様

森田   栄喜様
細川   礼昭様
片岡   憲二様
佐藤   孝治様
田中   康明様
坂　   靖人様
竹川   清貴様
林　   幸治様
市村   真司様
馬杉　   亙様

東　   庄嗣様
小八木一男様
柏原　   豊様
西岡日出樹様
田中   英貴様
品川   直子様
桂田　   博様
川口ますみ様
嶋津   久和様
石部   勝則様

冨田   正則様
下村   賢至様
北原   龍神様
島野   治志様
雲林院智史様
中村八十二様
加藤   裕美様
中島   智宏様
山本　   進様
山森   康由様

北野　   登様
滝村美惠子様
吉里   二郎様
牧野   一良様
八木   良樹様
矢代   光弘様
床尾   建郎様
山本   幹也様
安藤   秀夫様
小野寺秀史様

土井   正博様
水谷  　 誠様
安藤嘉一郎様
細居   昌朋様
久保田真也様
山本シゲ子様
和田   隆子様

　新しく甲賀CCの一員に加わられた皆様をご紹介します。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（2017年１月～12月まで）

お得で便利な
バリューカード会員募集中！

新ポイントカードのご案内
New point card

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。

2015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

チェックインはサイレンス！
チャージでお得なボーナスポイント！
メンバーには写真入りカードを発行いたします。

・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）

▲

会員募集について
New member recruitment
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開場51周年記念競技  2日間開催。
おみやげは定番の松茸！

　9月2日（土）~3日（日）の2日間において、開
場51周年競技を開催いたしました。
　お土産は、定番の「松茸」です。昨年は残念な
がら天候不順により間に合いませんでしたが、今
年は無事皆様にお持ち帰りいただくことができ
ました。
　またこの日のABCクラス分け競技は、飛び賞
もあり、各賞品もグレードUP。さらに2日間だけ
の食べ放題・飲み放題も実施し、ベランダでの
屋台にレストランでの豪華バイキング、ステーキ
や目の前で握ってもらうお寿司など、いろいろと
お楽しみいただける工夫を凝らしました。
　何よりも天候に恵まれた両日、お陰様で大き
なアクシデントもなく無事に開催することができ
ました。来年もまた皆様がお元気でご来場くだ
さることを心よりお待ちしております。

　９月１日(金)、当倶楽部にて関西ミッドアマチュア
ゴルフ選手権第６地区予選競技を開催しました。総
勢100名の参加選手が決勝へ進む15名の枠を争
い、熱戦が繰り広げられました。
　当倶楽部からも、メンバー15名が挑戦され、和田
育郎様がトップで通過、また中野寿男様、千代直人
様が決勝進出を果たされました。
　10月18日(水)～20日(金)にゴールデンバレーゴル
フ倶楽部で開催された決勝競技では、千代直人様
が見事第３ラウンドへ進出。惜しくも入賞は叶わずと
いう結果でしたが、今後のご活躍に期待が膨らむば
かりです。

平成29年度  インタークラブ競技 決勝
結果は、21位。

開催600回記念碑完成
KSBC会月例会コンペで達成なる！

　9月22日(金)、大阪ゴルフクラブにて平
成29年度インタークラブ選手権決勝競技
が行われました。
　8月に開催された滋賀東地区予選では、
17年ぶり4度目の優勝を果たしこの日を迎
えた甲賀カントリー倶楽部代表チームでし
たが、前半から慣れないコースに戸惑い、
思わぬ苦戦を強いられることになりまし
た。後半なんとか盛り返すも、時すでに遅
く、残念ながら25チーム中21位という結果
に終わってしまいました。
　悔しさを胸に、一同来年に向けリベンジ
を誓いました。

甲賀カントリー倶楽部代表選手：
松村和彦　中水滋己　梅田智之　小島康弘　山本幸正　橋本貞男
中野寿男　神戸　優　秋田興造（監督）

　当倶楽部が、開場したのは1966年(昭和41年）10
月16日。その翌年の1977年(昭和42年）4月に、6名
のメンバーで発足されましたのが「KSBC会」です。
「KSBC」は、Koga-Six-Brothers-Clubの頭文字
を取って名付けられました。　
　以降、月例会を継続して開催頂いており、今年の8
月にはなんと600回を数えることとなりました。10月、
602回を数えるこの日に噴水前に完成した石碑の前
で記念写真を撮影されたメンバーの皆様。記念碑に
は会の名称「KSBC」の文字が刻まれています。
　現在、会員様は18名に増員されました。このまま
33年後の月例会開催1000回達成に向け、当倶楽部
も陰ながら応援しております。

和田　育郎様 36 36 72

中野　寿男様 36 39 75

千代　直人様 41 36 77

予選結果 ＜敬称略＞

関西ミッドアマチュアゴルフ選手権
予選競技開催！
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1月23日（火）～1月26日（金）

1月27日（土）・2月24日（土）

2月20日（火）～2月23日（金）
5,500円 2,093円
8,400円 6,729円

2,700円
2018年3月31日

冬のＧＯＬＦを楽しくお得に♪受付開始

2017年
12月18日（月）

期間中何度でもプレーし放題！（セルフ）
キャディ付きは、メンバー２，２62円ＵＰ

、ビジター２，916円ＵＰ

冬季フリーパス
2018年
3月16日（金）

パス購入者
特典企画

予　告 フリーパス優待
大感謝コンペ
4～8月 毎月開催！

29，000円 35，000円［全日］ （消費税込）

（消費税込）

（消費税込）
［平日］

45，000円［全日］

お申込み
特典

11/28～12/1の来場時に
お申込み頂きますと、
ボール1ダースプレゼント
致します。

南グループ系列事業所のご紹介

1413

「農でつなぐカラフルな暮らし」がテーマの複合型公園が草津川跡
地公園（区間２）内にオープン。バーベキュー＆DAYキャンプスペー
ス・貸し農園・カフェ・ガーデンショップなど様々な施設が集まり、気
負わず身近に自然を楽しめる心癒される空間をご提供します。

エアロ・ヨガ・ダンス・ボクササイズなどの豊富なレッスンプログ
ラムと、最新マシンを完備した本格フィットネスクラブ。JR守山
駅西口出てすぐの好アクセスで、通勤時やお買い物ついでのご
利用にも便利です。

2017年度  新規OPEN

その他の事業所

GREEN LOFT THE PARK

スポーツクラブIZUMI21守山駅前

077-584-5310

〒525-0061 滋賀県草津市北山田町
3268番地1

http://minami-group.jp/greenloft/

近江スエヒロ本店  077-562-3651
近江三昧一里山  077-547-2415
近江三昧 湖の見えるレストラン 077-544-0353
近江スエヒロ新大阪茶屋 06-6390-2105
モスバーガー 一号線三雲店 0748-71-4141

）社会連関（ 店江近ロヒエス  0748-72-1175
とりでん 桂五条店  075-382-2629
とりあえず吾平 伏見下鳥羽店 075-604-6290
焼肉牛角 草津店  077-569-5090

レストラン＆フード事業

阿南カントリークラブ  0884-27-1814
恵那峡カントリークラブ  0573-25-5111
まきがねゴルフガーデン  0573-26-5333
甲賀カントリー倶楽部  0748-72-1221
ミナミ草津ゴルフガーデン 077-562-1135

ゴルフ場事業

スクールIE 守山北校  077-582-5015
スクールIE 草津西校  077-565-2712
スクールIE 近江八幡校  0748-31-4415
スクールIE 水口校  0748-65-4880

教育事業

ミナミ草津バッティングドーム 077-562-2234
ミナミ草津テニスガーデン クレセント 077-561-4646
野洲川グラウンドゴルフ場（指定管理） 0748-63-7044

スポーツ施設事業

ミナミフラワーガーデン  077-553-5242
  ）社会連関（]店津草[ドッキーオ プッョシーワラフ

   077-569-4970
GREEN LOFT THE PARK 077-584-5310

グリーン＆フラワー事業

保険事業部   077-562-3652

保険代理店事業　

(三雲の郷・平和堂 草津店・ミナミ草津パーキング・その他) 
総務部   077-562-1049

不動産管理事業　

大津イトマンスポーツクラブ 077-525-7755
堅田イトマンスポーツクラブ 077-573-2531
草津イトマンフィットネスクラブ 077-564-6031
守山イトマンスイミングスクール 077-582-0151
近江八幡イトマンスイミングスクール・健康スタジオLAKES 
   0748-33-1135
彦根イトマンスイミングスクール 0749-26-1821
八日市イトマンスイミングスクール 0748-22-8456
甲西イトマンスイミングスクール 0748-72-2612
滝谷イトマンスイミングスクール 0721-54-1858
岸和田イトマンスポーツクラブ 072-433-9696
川西イトマンスイミングスクール 072-757-1376
ニッコースポーツ  06-6794-8787
スポーツクラブ IZUMI21 077-581-2800
東近江市湖東プール（ 指定管理） 0749-45-1213
東近江市能登川プール（公営受託施設） 0748-42-6767
甲良町保健福祉センター温水プール（指定管理）
   0749-38-5155

スイミング＆フィットネス事業
天草プリンスホテル  0969-22-5136

）社会連関（ 津草ザラプントスボルテホ   077-561-3311

ホテル温泉事業

養老サービスエリア 上り線 0584-32-3152
甲南パーキングエリア 上り線 0748-86-8188
甲南パーキングエリア 下り線 0748-86-8236
近江スエヒロ ダイニング The Beef 0748-66-8056
近江スエヒロ土山茶屋   0748-66-8104
恵那峡サービスエリア 上り線 0573-26-3131
藤枝パーキングエリア 上り線 054-638-1255
南産業株式会社 物流センター 077-562-0050
株式会社 忍者の里甲南  0748-86-8676
株式会社 藤商  054-365-3211

ハイウェイ関連事業

077-581-2800

〒524-0041 滋賀県守山市勝部1-1-17 
守山駅前近江鉄道ビル3F

http://izumi21.net/sportsclub-izumi21-lp/
守山駅前


