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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５４
回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。
　昨年は関東・東北地方に台風や豪雨が襲来
し甚大な災害に見舞われる年となりました。幸
いにも関西地方に大きな台風が来ること無く
済みましたが、いずれは関西地方にも大きな台
風が襲来することも予想されます。この様な気
候変動に対応できるコースの修繕と管理をし
て行くことが必要であると思っております。
　昨年５月に年号が「令和」に変わり、１０月
には消費税の増税があるなど、大きな変革が

あった年でした。そして本年は７月にいよいよ
東京オリンピックを迎えます。東京オリンピッ
クでは多くのメダルを期待しておりますが、とり
わけゴルフ競技でメダル獲得してくれることを
切に願っております。この世紀の一大イベント
を迎えるにあたり、人の往来が一段と活発とな
り、人々の消費マインドを上昇させて、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。私共は、これらの好機をしっかりと
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、よ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。

　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。
　昨年は「令和」の時代が始まり、新天皇、
皇后両陛下のご即位にかかる一連の行事に
国全体が祝賀ムードに包まれました。一方
で、いくつもの台風が甚大な被害をもたらし、
激甚災害対策の重要性を痛感した年でした。
また、スポーツで盛り上がった年でもあり、と
りわけ渋野日向子選手の全英女子オープン
優勝とラグビーワールドカップ（W杯）での日
本チームの8強入りは、国民に大きな感動を
与えてくれました。
　そして、今年はいよいよ東京オリンピック・
パラリンピックが開催されます。7月24日から
8月9日、8月25日から9月6日を、多くの方々
が待ち望んでいらっしゃることでしょう。
　ゴルフ競技の各国代表選手は、国際ゴル
フ連盟が発表している「オリンピックゴルフラ
ンキング」により決定されます。男子は2020

年6月22日、女子は6月29日付のランキング
15位までの選手に出場権が与えられ、16位
以下は1か国2人を上限として選出されます。1
人でも多くの日本選手の出場と本番での活躍
を切望しております。
　ところで、19年のラグビーW杯、20年の東
京オリンピック・パラリンピック、21年のワー
ルドマスターズゲームズの開催年となるこの3
年間は、「ゴールデン・スポーツイヤーズ」と呼
ばれ、スポーツへの関心・健康に対する意識
の高まりが期待されています。目指すところは
「観るスポーツ」から「するスポーツ」につな
げていくことです。
　新年を迎え、今年はちょっとラウンド数を
増やそうか、あるいは、久しぶりの友人をゴル
フに誘ってみようか、と心を躍らせています。
　皆さまのご健勝ならびにご多幸、そして、
本年も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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新ポイントカードのご案内 New point card

Greetings

433

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 ○

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。

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。

【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。

ご紹介キャンペーン実施中
《2020年3月末まで》

新規会員様をご紹介いただきましたメンバー様には、
ミナミグループGIFT券10,000円プレゼント！

支配人

桂　直史

　新年あけましておめでとうございます。昨
年は台風・大雨・酷暑の影響もなく済むこと
ができました。コースコンディションにおきま
しても、3年前から取り組んでおります、年3
回のレノベーター（FWに穴をあける）の作業
の効果があらわれ、年間通していい状態を保
つことができました。しかし、カート道をはじ
めまだまだ整備しなければならない課題が
山積みです。ひとつずつクリアしていき、いい
状態でプレーしていただけるように努めたい
と思います。また、会員の皆様方のご協力・
ご指導のおかげをもちまして今年で開場54
年を迎えることになります。会員の皆様方に

楽しいクラブライフを過ごしていただけるよ
う、食事・サービス・コースコンディション、す
べてのクオリティーを向上できるようスタッフ
一同取り組んでまいります。今年も相変わり
ませずご愛顧いただけますようお願い申し上
げます。
　最後になりましたが、滋賀県全ゴルフ場に

て環境問題の取組みの一環として、2020年

4月より浴場のビニール袋を廃止させていた

だくこととなります。何卒ご理解の程よろしく

お願い申し上げます。
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グリーン委員会
　人工芝・天然芝を融合させたコースの維持・グリーンコンディ
ション向上のために、日々の整備業務・見直しをしています。

ハウス委員会
　以下の件につきまして滋賀県ゴルフ場支配人会で決定致しました。
①免税申請の件
②現在浴場とロッカーに置いてあるビニール袋はエコ活動の一
環として今春からエコ袋に変更
　会員皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

ハンディキャップ委員会
　新HDCPに基づいた公平な競技が行われるように、2020年
1月付けで全会員のハンディキャップ見直しを行います。

理事会
　競技委員会で決定した事項を承認しました。
　整備につきましては、カート道の快適性を求めたさらなる整備
を検討し、さらに移動をより快適にするため、コース乗り入れが
可能な一人乗りカートの導入を検討します。
　練習場につきましては、メンバー様を主体に考えた、優れたプ
レー環境の整備を検討します。

エチケット委員会・キャディ委員会
　2020年2月にエチケット・キャディ合同委員会の開催を予定し
ています。今季も快適にプレーをしていただけるように、「皆様の
貴重な声」をしっかりと反映させて、ひとりひとりがお客様のご期
待に応えられるように頑張ります。

レディース委員会
　2019年10月よりレディースティーヤーデージが変更になりま
した。

　年々 4大競技の参加者が減少傾向にあり、その対策として次
の2点を実施します。①ハガキで事前の案内をする ②理事長杯、
キャプテンス杯の予選を18Hから27Hに変更
　本年度より適用している月例競技での第１打OBの場合特設
TEE使用がまだまだ徹底されていないので、スタート前に再度
徹底します。
　4月2日（木）・9月23日（水）に【競技委員長杯】を開催します。

（5本競技とする）

競技委員会
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rank name out in gross HDCP NET total

優勝 山本　洋樹
41 39 80 5 75 177.5
37 35 72 5 67
38 2.5 35.5

準優勝 谷口　正士
44 39 83 8 75 178
38 38 76 8 68
39 4 35

3 位 古園　浩一
45 39 84 12 72 184
48 41 89 12 77
41 6 35

 ■ 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)

7 月 谷口 正士 西尾 和男 三津谷 裕人 中村 八十二 信田 芳明

8 月 西村 文仁 西村 健司 塩谷 和昌 長谷川 和男 柴谷 三男 

9 月 平山 哲男 高島 斉久 黄瀬 幸枝 西村 秀夫 黄瀬 幸枝

10 月 中川 宏能 塩谷 和昌 井元 明 小林 正明 松浦 輝昭 

11 月 谷口 正士 西尾 和男 千阪 貞昭 山東 稔 浅居 良二

 ■ 各種競技結果

開場53周年記念競技① 2019.9.7
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

寺西 孝之 岸野 文明 安部 昭彦  

開場53周年記念競技②            2019.9.8
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

馬籠 昭典   北山 義明  德地 雄二 

秋分の日杯 2019.9.22
ABC 合同 （優勝）

石津 徹幸 

南新太郎メモリアル競技 2019.11.23
ABC 合同 （優勝）

田上 明宏

rank name out in gross total

優勝 作田　勝弘 
36 34 70 143
37 36 73

準優勝 田上　　知
42 36 78 147
34 35 69

3 位 白井　好夫
41 39 80 154
37 37 74
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クラブT’sゴルフスクール
京都西校開校中
ゴルフクラブを握ったことがない初心者からアスリートゴル
ファーの方まで、どなたでも大歓迎！ 少しでも皆様のゴルフ
上達のお手伝いができるよう丁寧にご指導いたします。
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