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　当クラブを代表してご挨拶申し上げます。４月を迎えて当
クラブ第５４期がスタートいたしました。
　本年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で来場者
数が減少し、未だ先が見えない状況での新年度スタートと
なりました。この様な状況下ではありますが、甲賀カントリー
倶楽部はメンバー様にお支え頂き、何とか運営維持ができて
おります。これもひとえにお支え下さいますメンバー様の
ご厚情の賜物と心より感謝申し上げます。
　当クラブもセルフプレーの増加に伴いまして、コース案内や
距離表示の詳細化とスコア入力省力化等の利便性向上を
目指して、カートにナビゲーションシステムを導入させていただ
きます。６月を目途に導入を予定して参ります。また、本年夏も
猛暑が予想されることから、フェアウエイ及びベントグリーン
の維持管理には最大限の取組を施して参る所存です。
　残念ながら東京オリンピックは来年に延期となりました。
新型コロナウイルスを少しでも早く終息させて、活気溢れる
日本が蘇ることを願い頑張って参いる所存です。そして、
来年には東京オリンピックが華やかに開催されますことを
心より期待しております。
　本年より会員会報誌「ＫＯＧＡ」を年２回発行から新春号
の１回にまとめさせていただきたく皆様のご理解の程よろしく
お願い申し上げます。また、今後は【KOGA NEWS】を発行
し、倶楽部の情報を皆様にお届けさせていただきます。
倶楽部経営をしっかりと堅持して、当クラブの伝統と格式
を守る様に、今期も全力を尽くして参る所存です。引き続き
当クラブ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。

理事長 南 啓次郎

ごあいさつ
Greeting今年6月、カートナビ導入予定！

より快適に、より戦略的にプレーを楽しめる！

●ホールやコース構造、距離等の情報を把握

●カート位置がすぐわかり、打ち込み防止に役立つ

●スコア成績の集計も簡単！（各ホール個々のスコアを入力

　するだけでOK）フロントで成績一覧表をお渡しします。

※6月の導入開始時から、ナビ設備の管理と維持のためカートフィー
を200円値上げさせていただきます。
皆様にはご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

※画像はイメージです

全カートに

導入予定！

近江牛フェア開催！

新メニュー続々登場！

レストランからのお知らせ

OUT COURSE No.8

NEWS該当プレープランの昼
食として、近江牛のラン
チを特別価格にてご用
意しております。

※数量に限りがございます。

近江牛すき焼き御膳
￥1,738（税込）

担々麺
￥1,518（税込）

￥1,518（税込）
ピリ辛つけ蕎麦

2020年4月
VOL.01

6月 19日（金）・23日（火）
7月 17日（金）・20日（月）
8月 6日（木）・7日（金）
9月 9日（水）・11日（金）

開催日

皆様により快適にプレーを楽しんで
いただける様、カートナビを導入いたします

カートナビ導入でできること

当クラブでは、ゴルフカートを毎年5～10台導入し、
皆様により快適なラウンドをお楽しみいただける様、取組んでいます。

タッチ
パネル式

操作らくら
く

操作らくら
く

近江牛ステーキ丼
定価¥3,630（税込） ¥1,100（税込）



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27HSP(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
甲賀プラチナ会
大岡競技委員長メモリアル競技
月例杯　A
七夕杯　A・B・C合同
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
年齢別競技 （～19、20～26、27～）
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27HSP(HDCP12迄)
キャプテンス杯決勝27HSP
月例杯　A

5月  3日（日）
10日（日）
17日（日）
31日（日）

6月  7日（日）

14日（日）
21日（日）
25日（木）
26日（金）

７月  5日（日）
7日（火）
12日（日）
19日（日）
26日（日）

８月  2日（日）
9日（日）
23日（日）
30日（日）

開場54周年記念競技
開場54周年記念競技
月例杯　A
月例杯　B・C
秋分の日杯　A・B・C
競技委員長杯（5本競技）
甲賀プラチナ会
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

９月  5日（土）
6日（日）
13日（日）
20日（日）
22日（火）
23日（水）
24日（木）
25日（金）
27日（日）

10月  1日（木）
4日（日）

8日（木）
11日（日）

18日（日）

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
月例杯　シニア・グランドシニア
南新太郎メモリアル競技　A・B・C
甲賀プラチナ会
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）

10月25日（日）

11月  8日（日）
15日（日）
22日（日）
23日（月）
26日（木）

12月  6日（日）
13日（日）
20日（日）
27日（日）

会員募集について
New member recruitment

2020年競技日程
2020 competition schedule

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。

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 ○
レディース会員
【新設】 不要 280,000円 280,000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。

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。

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。
✽三親等までの方が対象となります。　※登録料　300,000円（税別）
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30,000円は別途
　　　　→新証券　250,000円　とすることができます。

●コンペに支配人賞提供！
●3組10名様以上で幹事様招待券プレゼント！

●全員参加でお土産付き！
●9Hハーフ集計Wペリア

5月4日（月）・5日（火）・6日（水）4月29日（水）～5月6日（水）まで4月26日（日）

※午後スループレー 総額9,000円（要予約・昼食なし）

いちごカップの日 G.W10時台スタート限定
特別プラン

U-39
G.W特別料金プラン

G.Wプランのご案内ゴールデンウィークはこれで決まり！

総額9,950円セルフプレー

セルフプレー

総額9,950円セルフプレー

昼食付昼食付

●39歳以下の方
（年齢を証明できるものを受付にてご提示ください）

7,000円総額メンバー

総額12,500円ビジター

日 コ々ース管理に努めています！
さらにプレーしやすい環境づくりへ

皆様に快適にプレーをお楽しみいただくためのコースコンディション
調整に努めています。

カートナビ導入記念として特別に開催するロングランコンペ。ナビの操
作に慣れていただき快適なプレーをお楽しみください。

・5月 コアリング（穴あけ作業）の様子 ・FWラフ刈込作業
・スィーパーによる清掃作業

コース内除草剤散布
FW 穴あけ（2回目）

4月

BG コアリング（穴あけ）
FW ラフ施肥
FW 穴あけ（3回目）

5月

BG 穴あけ作業
AP コアリング（穴あけ）

5月

刈り込み作業6月～9月

BG管理維持7月～9月

8月 FW 穴あけ（4回目）

9月 BG コアリング（穴あけ）
秋季　除草剤散布

10月 バンカー周囲の整備作業
（砂、排水など）

11月～12月 清掃作業
（落葉、松材伐採）

BG = ベントグリーン
FW = フェアウェイ
A P = アプローチ

●コース管理の主な作業●

10day's Competition 開催
カートナビ導入キャンペーン　

6月1日（月）～6月10日（水）
無料

18ホールのスコアを各自カートナビに入力
6月1日から10日間のトータルスコアにて順位を決定
※理事長杯・月例杯A参加者は除く

優勝～10位　飛賞　BB　
有名温泉宿泊券ペア
ほか 豪華賞品をご用意いたします。

参加料

期 間

競技方法

賞 品

昼神温泉
ホテル阿智川

ペア宿泊券


