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ごあいさつ
Greeting

理事長

　残暑厳しき折、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。

　今年の夏は遅い梅雨のおかげで昨年とは

打って変って、日照時間の短い日が続き、比較

的過ごし易い夏となりました。８月は暑い日が

続きましたが、なんとかベントグリーンを維持

することができております。メンバーの皆様に

は暑さ厳しい中でも、当倶楽部へご来場賜わり

応援していただいておりますことを心より御礼

申し上げます。

　本年度はベントグリーンの更新作業で、通常

よりも大きな穴を開けることと、２０ｃｍの深い

差し込みを実施し、豪雨や猛暑に耐えられるグ

リーン造りに取組んで参りました。昨年に大規

模な排水工事を終えて、フェアウエイの更新作

業も取入れて、厳しい気候に見舞われても十分

対応できるコースの修繕作業を行っております。

本年度もまだまだ台風の襲来が予想されます。

こうした状況下でもしっかりとしたコース管理を

して行くことが必要であると考えております。

　本年５月に令和の元号となり、来月には消費

税の増税、そしていよいよ東京オリンピックを

来年に控え、あらゆる場面で構造変革が迫ら

れる年となるでしょう。インバウンド人口の増加

等で人の往来が活発になり、レジャー産業にも

良い影響が来ることを期待しております。そして

キャッシュレス化が益々進み、支払いの方法も

どんどん変化しております。これらの変化に機

敏に対応し、好機をしっかりと捉えて業績に繋

げて行けます様に取組んで参る所存です。

　メンバー皆様が安心してプレーいただけま

す様に、倶楽部経営をしっかりと堅持して、伝

統と格式を守り高めて行く様全力を尽くして参

る所存です。本年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よろし

くお願い申し上げます。
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南 啓次郎

　今年の夏は “命に関わる危険な暑さ” が続
きました。皆さまには、万全の対策を講じて夏
ゴルフを楽しまれたことと存じます。
　さて、“スマイル・シンデレラ” 渋野日向子選
手が、全英女子オープンで見事優勝しました。
最終日、2打差をつけて単独首位でのスタート。
「このまま行けるか？」と期待と不安半々で、午
前1時半に起きてテレビをつけました。不安が
的中し、3番で4パットのダブルボギー。11番を
終えた時点で2打差の3位に後退しました。これ
まで日本人選手の “あと一歩” を何度も見てき
たので、「またか」と思いが脳裏をよぎりました
が、続くパー4の12番、渾身のティーショットが
際どく池を越えてグリーンオン、見事バーディで
1打差に。彼女の笑顔で「これは行けるかも！」
と、冷たい飲み物を取り出し本気で応援し始
めました。あとはご存知の通りで、18番の長い
バーディパットが決まった瞬間には、思わず大
声とガッツポーズが出てしまいました。
　プレッシャーを全く感じさせない笑顔、フェ
アウェイで待つ間に次 と々食べるオニギリやス
ティック菓子、それを引きちぎって食べる仕草、
そして後半の追い上げと逆転勝利に、「こんな

日本人選手、見たことない！」と興奮しました。
　解説の樋口久子さんは「ものおじしない新人
類」と声を弾ませ、岡本綾子さんは「もう感無
量。久々に小気味よいゴルフを見た」と感慨深
そうでした。アナウンサーが「スコアが良いから
笑顔が出るのか、笑顔でいるからスコアが良い
のか、私は後者だと思います」と述べておられ
ましたが、私も全く同様に感じました。
　女子ゴルフ界では、渋野選手と同じ1998年
度生まれの選手たちが大活躍し「黄金世代」と
呼ばれます。その2学年下には2000年度生ま
れの「ミレニアム世代」が控えています。
　─長期にわたり個人所得が伸び悩むなか、
我が子、我が娘がプロゴルファーになるのを夢
見て、親がせっせと投資することでこのような
分厚い選手層が生まれた─ との分析もありま
すが、新世代の活躍は、ゴルフ業界に新風を吹
き込んでくれました。
　これからのツアーでの戦い、世界ランキング、
そして来年の東京五輪の代表選手考など、ゴル
フファンにとっての楽しみが増えました。皆さん
と共に、彼女たちのさらなる活躍に注目してい
きたいと思っています。

大道 良夫
キャプテン
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　昨年の夏は7月に集中豪雨があり、その後、

20日間以上雨が降らない酷暑が続き本当に厳

しい夏でした。今年も暑さは厳しかったとはい

え、適度に雨が降り何とかベントグリーンも夏

焼けすることなくまずまずの状態で夏を過ごす

ことができました。

　昨今のゴルフ事情ですが、今までは新名神

開通や第二京阪開通等により、大阪・京都方

面から滋賀県にご来場いただくお客様で恩恵

を被っておりましたが、昨年より高槻からの新

名神開通や京都循環道路の整備などにより、

兵庫・大阪・京都のゴルフ場は潤っていますが

滋賀県のゴルフ場全体が苦戦しているのが昨

今の状況です。

　今後ますますのコースコンディションの充実、

ご満足いただけるレストランメニューのご提供、

そして何よりスタッフ一同が笑顔で“おもてなし”

の精神に徹し、ゴルフ場全体のクオリティーを

高めていく所存であります。今後とも相変わり

ませずご指導・ご鞭撻をいただけますようよろ

しくお願い申し上げます。

ごあいさつ
Greeting

支配人

桂　直史

吉武昭隆 相談役 感謝の集いゴルフコンペ開催
Gathering of thanks golf competition

7月 20 日土曜日、87 名が 「吉武相談役  感謝
の集いゴルフコンペ」にご参加いただきました。
長年ミナミグループを創り上げ規模を拡大して来
られた功績に感謝し、コンペを開催させて頂き
ました。
相談役、本当に長い間お疲れさまでした。
また、参加いただいた方より多くの協賛品もご提
供頂き本当に有難うございました。
これからは、私たちが頑張って参ります。

相談役から皆さんへ大吟醸をお土産に。

仲良しメンバーで。 キャディさんともパチリ！

アゲンストにも負けないローボール。

KOGA COUNTRY CLUB｜2019 SUMMER

甲賀CC会員様限定企画

甲賀プラチナ会発足ゴルフコンペ
エンジョイゴルフ！  エイジシュートチャレンジ！！

2019年5月30日（木）、甲賀CC会員様限定企画
としまして、80歳以上の男性および60歳以上の
女性を対象にゴルフコンペを開催いたしました。

次回の開催は9月20日（金）です。
ご参加お待ちしております。
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理事会・委員会からのお知らせ

　平素は甲賀カントリー倶楽部の倶楽部競技運営に多大のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。本
年より理事会・各委員会より、下記のお知らせがございましたので、ご案内申し上げます。ご了承の
程、宜しくお願い申し上げます。

競技委員会
甲賀研修会にて、2019年新ルールの説明会を開催いたしました。
◆ 2019年新ルールについて

ルール改正に伴い、甲賀 CCクラブ競技のローカルルールも変更となります。
● 2 番・4 番・5 番・6 番・7 番・9 番・14 番・15 番・16 番・17 番・18 番ホールにおいて第 1打が OB の場合、

前方の特設 TEE よりプレー。
【新ルールの、ストロークと距離の処置に代わるローカルルール】は適用致しません。

主な新ルールについて
●ドロップの方法が、肩から膝の高さからに変わります。
●ボールの捜索時間が 5 分から 3 分に短縮されます。
● 2 度打ちをしても罰はありません。
●打った球が、カートや自分の携帯品に当たっても罰はありません。
●旗を立てたままプレーすることができます。（1番ホールのみ禁止とします）
●バンカー内のルースインペディメント（木の葉・石などの自然物）を取り除くことができます。
　その他、ご不明な点は、スタッフまでお申し付けください。

ハンディキャップ委員会
◆ HDCP 改正

2019年6月29日に実施されたハンディキャップ委員会にて、基準に基づき公平公正な HDCP 改正が行わ
れていると認められました。

グリーン委員会
フェアウェイの穴あけ、スイーパーでの清掃等、コースコンディション向上のためのコース管理についての報
告がありました。（P10参照）

エチケット委員会・キャディ委員会
新ルール改正に伴い委員の皆様といろいろな状況に対応で
きるよう設問を通じて勉強会を行いました。ひとりひとりが、
的確な判断を出せ、お客様に信頼されるよう頑張ります。
関西ゴルフ連盟より労働災害ゼロ表彰を頂きました。
サブバッグはお客様個人で保管・管理していただくよう滋賀
県ゴルフ場支配人会で決定いたしました。

レディース委員会
レディース浴場やパウダールームなどにおける女性目線でのサービス向上が、女性客の増加につながってい
ます。

News from governing board and the committee

新ポイントカードのご案内
New point card

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した。

会員募集について
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 個人親族会員制度 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

※2 法人社員会員制度 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

親族会員制度

【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。

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。
✽三親等までの方が対象となります。　※登録料　300,000円（税抜き）

上記の登録料は、現金としては発生せず証券額面より相殺することができます！！
例えば　証券額面　550,000円を　上記1名追加　✽消費税24,000円は別途
　　　　→新証券　250,000円　とすることができます。

【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。

当倶楽部では下記の要項にて各種会員の募集を行なっております。

申込金・年会費　無料

有効期限

残高確認

●メンバー
チェックインはサインレス！

チャージでお得なボーナスポイント！

バリューカードにお申込みいただくと、サインレスでチェックインが可能。ご来場の際、
カードをご提示いただくと、スムーズなチェックインができ、朝の忙しい時間にお待たせ
しません。利用税の減免手続きも不要です。

お財布いらずでらくらく清算！ チャージは10,000円から5,000円単位となります。
20,000円以上のチャージで、チャージ額に応じてポイント付与いたします。
20,000円以上のチャージで2％、50,000円以上のチャージで5％のポイント付与！
ラウンドはチャージがお得！

ポイント・チャージ分は最後のご利用から1年間有効です。期限切れ
カードは失効となります。

カードご利用の際、レシートに記載いたします。
カード裏面のQRコードでもご確認いただけます。

●ビジター

メンバーには写真入りカードを発行いたします。

KOGA COUNTRY CLUB｜2019 SUMMER
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A クラス
（優勝）

B クラス
（優勝）

C クラス
（優勝）

1 月 津田 保幸 島田 裕良 田中 憲一

2 月 北川 明広 北村 尚三 細居 昌朋

3 月 近藤 昌之 下村　昇 北島 亮太

4 月 小林 正明 田中　敬 森垣 基次

5 月 津田 善造 髙桑　聡 林　幸治

6 月 土川 和敞 宮嶋 信之 塩谷 和昌

シニアクラス
（優勝）

グランドシニア
クラス（優勝）

1 月 東　庄嗣 島田 裕良

2 月 千阪 貞昭 杉原 泰三

3 月 山口 爲重 井上 嘉明 

4 月 山口 直紀 橋本 博久

5 月 東　庄嗣 佐藤 秋治

6 月 東　庄嗣 津田 昭憲

月例杯

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

　ツアー復帰を目指し、日々努力を重ねて参ります
ので、これからも応援よろしくお願いします。

●PRGR（プロギア）サイトにて平塚プロ動画掲載中
  https://www.prgr-golf.com/pro/hiratsuka/

スクラッチ競技 一般の部 競技結果

rank name out in gross total

優勝 千代 直人
35 38 73 182
34 38 72
37 37

準優勝 梅田 智之
41 37 78 189
38 36 74
37 37

3 位 浅原 克浩
39 38 77 191
35 40 75
39 39

スクラッチ競技 シニアの部 競技結果

rank name out in gross total

優勝 橋本 貞男
41 42 83 197
38 40 78
36 36

準優勝 園田 正雄
40 40 80 198
38 37 75
43 43

3 位 田中 哲夫
38 39 77 200
40 42 82
41 41

公式競技　結果報告
2019年理事長杯決勝競技を6月2日に行い、予選
トップからの逃げ切りで山本洋樹様が予選からの
トップを守り逃げ切っての優勝を勝ち取られまし
た。山本様おめでとうございました。

「今まで何度も惜しいところまでは来ていたので
すが、今回、念願かなって優勝することができまし
た。ありがとうございました。これからも他のタイト
ル目指して頑張ります。」

理事長杯

◆一般の部
予選から好調でした。決勝は27ホールでしたが、
最初のハーフ34で折り返しパープレーで18ホール
を終了しました。残りの9ホール小雨が降ってきて
の気象条件でしたが、いつもどおりプレーするよう
努めました。
これからも、クラブ競技や対外試合（昨年の日本
オープン出場）でも頑張っていきたいと思いますの
でスタッフの皆様、メンバーの皆様にも応援してい
ただきますよう宜しくお願いします。

◆シニアの部
厳しい予選通過でしたが、勝負はこれからだと決
勝27Hに臨みました。18ホール終了時点では、６
打差がありましたが、残りの9ホールあるとの思いで
した。雨が降ってくる中でしたが、若手の見本とな
るようなゴルフをしようと心がけて頑張った結果36
のスコアで結果2位と2打差をつけて優勝すること
ができました。これからも、最後まで諦めないゴル
フで若手のお手本となるようなゴルフを心がけ一生
懸命ゴルフに取り組んでいきます。

スクラッチ競技

一般の部

千代 直人
優 勝

Official game

シニアの部

橋本 貞男
優 勝

山本 洋樹
優 勝

＜敬称略＞

各種競技結果

新年杯
2019/1/2

初夢杯
2019/1/6

春分の日杯
ABC合同
2019/3/21

山本 洋樹 近藤 昌之 津田 保幸

赤岡 明夫 林　敏行 中嶋　進

中野 惠造 西村 健司 石津 徹幸

優勝 優勝 優勝

優勝 優勝 準優勝

優勝 優勝 3 位

A クラス A クラス

B クラス B クラス

C クラス C クラス

理事長杯 競技結果

スイング動画

Simin'PRGR平塚哲二

rank name out in gross hdcp net total

優勝 山本 洋樹 
38 38 76 6 70 175
37 38 75 6 69
39 3 36

準優勝 奥田 敏広 
41 40 81 12 69 179
42 43 85 12 73
43 6 37

3 位 橋本 貞男 
40 37 77 4 73 182
40 38 78 4 74
37 2 35

KOGA COUNTRY CLUB｜2019 SUMMER
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2019 関西インタークラブ競技 東近畿A地区予選

新しいゴルフの楽しみ方
エンジョイ・ペア・スクランブルゴルフ大会を開催！

南グループ社員研修

コース管理に力を入れています

甲賀 CC が表彰されました

8月23日（金）大甲賀カントリークラブ（6508ｙ 
par72）にて19クラブが参加し〔2019インターク
ラブ競技 東近畿A地区予選〕が開催されました。
朝から大雨が降り続く中、決勝競技進出の2つイ
スを争いメンバー皆様も力を尽くされましたが、惜
しくもストローク405で6位でした。

7月23日、55チーム110名の参加で「オール関西エ
ンジョイ・ペア・スクランブルゴルフ大会」を開催い
たしました。
スクランブルゴルフとは、チームのベストショットを
選んでその位置から打って行く競技です。
甲賀CCでは、スクランブルゴルフ以外にも、新しい
ゴルフの楽しみ方をどんどん発信していきます。

2019年5月30日に開催された「甲賀プラチナ会 発足ゴルフコンペ」にて宮原 
強様がエイジシュートを達成されました。宮原様には達成記念として当倶楽
部内に植樹をしていただきました。
次回の「甲賀プラチナ会」の開催は9月20日の予定です。

秋田　興造
村松　和彦
梅田　智之
小島　康弘
橋本　貞男

甲賀CC代表選手

  監督
【54歳以下】

【55歳以上】

中野　寿男
千代　直人
山本　幸正
安田　義博

活躍する甲賀のメンバー様

エイジシュート達成おめでとうございます！！

2019年2月13日、関西ゴルフ連盟より甲賀CCの労働
災害ゼロの達成に対して表彰していただきました。
また、2019年7月1日には、甲賀署管内すべての企業
の中から重大違反を除く違反者割合で違反率が低
い企業として甲西陸運様と甲賀CCが銀賞として表彰
されました。

  2.0％未満　金賞　4事業所
  4.0％未満　銀賞　2事業所
  5.5％未満　銅賞　9事業所

スタッフ全員で金賞を頂けるよう、今後も安全運転に努めていきたいと
思います。

KCC Information ■ 甲賀カントリー倶楽部からのお知らせ

2月18日・20日と南グループ社員研修で三重県にある富
士ＯＧＭエクセレントクラブ伊勢大鷲コースへ伺いまし
た。周辺には3,000円でラウンドできるコースから、豪華
なコースまでゴルファーの選択肢があるエリアです。今回
伺ったのは、オリックスゴルフ事業グループが展開するゴ
ルフ場の1つで、中でも上に位置する超豪華なコースです。
プロ野球団を持ち社員3万人超の大企業オリックスの力
を施設・コースから十二分に感じ取ることができました。レ
ストランの能舞台とメニューも一般のレストランにはないオリジナルなもので、センスのいいセレクトショップ
のような品揃えで値引き率の高いショップなど、見習える部分もあり勉強になりました。

フェアウェイの穴あけ、芝刈り後のスイーパーでの清掃によるコンディショ
ン維持や、フェアウェイのゼブラカットなどのコースコンディション向上も
目指し取り組んでいます。どうしても育ちの悪いTEEグラウンドは人工芝
と融合させるなどして芝生の育成管理を行っています。
いつもお客様が快適にプレーできることを第一に考え、スタッフ一同一
生懸命日々のコース管理に取り組んでいます。

予選結果   ストローク
1位 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 394
2位 名神竜王カントリー倶楽部 398
3位 日野ゴルフ倶楽部 399
4位 朽木ゴルフ倶楽部 401
5位 大甲賀カントリークラブ 404
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