
K
O

G
A C

OUNTRY CL
U

B

〒520-3221 滋賀県湖南市三雲3354 TEL.0748-72-1221  
http://www.koga-cc.jp/

2022 
IN COURSE No.15



KOGA COUNTRY CLUB｜2022 WINTER

21

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５６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。
　２年間に渡る新型コロナ感染症との戦いも、
ようやく収束の兆しが見えてきました。感染者
数も少ない状態を維持できており、昨年とは
打って変わり盛況な年末年始となりました。観
光事業の振興策である「ＧＯＴＯトラベルキャ
ンペーン」も再開される模様であり、ますます人
の動きが活発になることを期待しております。
　回復の兆しは見えてきておりますが、昨年夏
の緊急事態宣言により、夏休みの最繁忙期間
を逸してしまい、厳しい状況を強いられており
ます。私共のグループは、ゴルフ場だけでな

く、高速道路のサービスエリアや飲食店・ス
ポーツ施設などを運営しておりますために、昨
年に引続き、厳しい経営状況であることに変わ
りはございません。
　コロナ禍がもたらした特需だと思いますが、
昨年よりゴルフの人気が高まり、おかげさまで
入場者数は好調に推移できております。このゴ
ルフブームをチャンスに、新たな顧客層を取り
込める様に万全な体制で臨んで参る所存であ
ります。
　本年は、なんとしてもコロナが収束し向かう
ことを切に願っております。そして、アフターコ
ロナの様々な変化に機敏に対応しつつも、これ
まで培った伝統と格式をしっかりと守り、メン
バー皆様が安心してプレイしていただけるゴル
フ場として今後も取り組んで参る所存です。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。

　新型コロナウイルス感染者数が急減し、新
たな変異株「オミクロン」への警戒感を強めな
がらも、社会・経済活動はようやく日常を取り
戻しつつあります。日銀が昨年12月13日に発
表した短観では、緊急事態宣言が解除されて
飲食などで客足が回復しつつあり、非製造業
は6四半期連続で改善しました。2022年の日
本経済予測のメインシナリオは、ワクチンの効
果や経口治療薬の普及もあり、感染状況は落
ち着いた状態が続くと想定され、55兆円にの
ぼる追加経済対策の効果は2022年前半を中
心に表れるとみられます。岸田政権の「成長と
分配の好循環“新しい資本主義”」の実現に期
待するところ大です。
　滋賀県内も、行政と経済団体が連携して前

向きな社会・経済活動が動き出しています。各
市町が力を入れているのは主に“当地ならで
は”の観光振興です。滋賀の自然・歴史・文化
等の魅力を洗い直し、塗り直して、国内外に広
く発信していただきたいと思います。また、私
も関与している「びわ湖コンベンションスト
リート活性化協議会」は、万博や国民スポー
ツ大会に合わせた国際会議や全国会議をぜ
ひ滋賀へ誘致したいと考えております。
コロナ禍のもとでそれぞれが育んできた構想
が、大きく花開くことを願っております。

　さて、甲賀カントリー倶楽部は、皆さまのおか
げで賑わっており、若年世代・女性ゴルファー
が急激に増えていると聞いております。引き続
いてのご支援をよろしくお願いいたします。
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
をお祈り申し上げます。
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ごあいさつ

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

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。

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！

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 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。
　旧年中は大変お世話になり有難うございま
した。
　本年も相変わりませずよろしくお願い申し上
げます。
　昨年は、2年続きの新型コロナウイルスの
影響で、8月にまん延防止重点措置法、9月に
緊急事態宣言の発令もあり、甲賀CCにおいて
も、アルコールの販売停止などご不便をお掛
けすることとなりました。いよいよ終息かと
思っておりましたところ、新しい変異株オミク
ロンの発生もあり未だに不透明な状況が続い
ております。会員の皆様のご無事と一日でも
早く以前のような日常生活が戻ることを祈って
おります。
　一方で明るいニュースも多数ありました。会

員の千代直人さんが、日本ミッドアマチュア選
手権競技において見事、3位に入賞されまし
た。全日本競技での3位入賞は甲賀CC開場
以来初の快挙です。また、6月には、甲賀CCで
アルバイトをしておりました浜崎未来さんが見
事プロテストに合格、11月には平塚哲二プロ
が、シニアツアーデビューとなる試合にてトッ
プとは1打差の3位でフィニッシュいたしまし
た。今後の益々の活躍が期待されており、会
員の皆様方の温かいご声援をよろしくお願い
申し上げます。
　本年もコースコンディションの向上、常に満
足いただけるサービスの提供を心掛け会員の
皆様に愛されるゴルフ場を目指して参ります。
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
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競技名

2022年度  競技日程
Competition schedule

2022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。

競技名日程 日程

理事会

競技委員会

ハンディキャップ委員会レディース委員会

・11月 23 日に理事会を開催いたしました。
・南新太郎メモリアル競技も同日に開催いたしました。

・2021 年変更点
  主な、変更点としまして、競技日程、競技規定、その他

議題につきまして変更を行いました。また、新たにレディー
ス月例杯ができました。

　詳しくは、下記【競技規定の主な変更点】をご確認下さい。

・新 HDCP に基づいた公平な競技が行われるように、
   2021 年 1月付けで全会員のハンディキャップを12 月末
   に見直し実施いたしました。

※新型コロナウイルスの影響により、下記委員会は活動
　自粛いたしました。
    ・グリーン委員会　　・ハウス委員会　
　・エチケット委員会　・キャディ委員会

・会員状況について
   現在約130名のレディース会員の登録があります。
・2021年からレディース月例会を開催しております。
   運営は、競技委員会およびレディース委員会が致します。
   レディース委員は、当番制でご協力の要請を致します。
   入賞は 1 位～ 5 位までとします。（月例競技同様）
   優勝者にはグランドマンスリーの参加資格が与えられます。

■ 第 3 条
①競技に参加し得る者は倶楽部のハンディキャップを有する会員に限る。
②倶楽部競技参加の申込みについては予め定められた指定の日より、申込むものとし、上記の申込みのない場

合は当日参加はできない。
③競技参加においてスコア未提出およびＮＲの場合は原則として次倶楽部競技入賞資格はないものとする。
④四大競技については学生の参加は認めない。

■ 第 5 条
①優勝者がタイの場合は、マッチングスコアカード方式により順位を決定する。2 位以下も同じとする。
②シニアクラスは年齢上位とする。
③四大競技以外のクラブ競技において、第 1 打 OB の場合、指定の特設ティーより第 4 打でプレーしなけれ

ばならない。

■ 第 6 条
①競技参加者の組はコースの先行権を有する。

■ レディース月例杯を開催することとなりました

委員会だより
 From committee

競技規定の主な変更点

その他の変更点につきましては、競技規定をご確認下さい。

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

開場56周年記念競技
開場56周年記念競技
月例杯　A
月例杯　B・C
秋分の日杯　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
レディース月例杯
役員・委員競技

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予選(HDCP25迄)
クラブ選手権1回戦
シニア選手権1回戦
月例杯　B・C
グランドシニア選手権決勝
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
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
レディース月例杯

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		 7日（日）
	 	14日（日）
	 	21日（日）
	 	28日（日）

９月		 3日（土）
	 	 4日（日）
	 	11日（日）
	 	18日（日）
	 	23日（金）
	 	25日（日）
	 	29日（木）
	 	30日（金）

10月		 2日（日）

	 	 6日（木）
	 	 9日（日）

	 	13日（木）
	 	16日（日）

	 	23日（日）

11月		 6日（日）
	 	13日（日）
	 	20日（日）
	 	23日（水）
	 	24日（木）

12月		 4日（日）
	 	11日（日）
	 	18日（日）
	 	25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
月例杯　シニア・グランドシニア
春分の日杯　A・B・C
レディース月例杯
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
競技委員長杯（5本競技）
月例杯　A
月例杯　B・C
役員・委員競技
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
レディース月例杯
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
大岡競技委員長メモリアル競技　A・B・C

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
レディース月例杯
年齢別競技		（〜19、20〜26、27〜）

1月		 	 2日（日）
	 	 9日（日）
	 	16日（日）
	 	23日（日）
	 	30日（日）

２月		 6日（日）
	 	13日（日）
	 	20日（日）

3月		 	 6日（日）
	 	13日（日）
	 	20日（日）
	 	21日（月）
	 	24日（木）
	 	27日（日）

４月		 3日（日）

	 	 7日（木）
	 	10日（日）
	 	17日（日）
	 	22日（金）
	 	24日（日）

5月	 	 1日（日）
	 	 8日（日）
	 	15日（日）
	 	26日（木）
	 	29日（日）

6月	 	 5日（日）

	 	12日（日）
	 	19日（日）
	 	28日（火）

７月		 3日（日）
	 	 7日（木）
	 	10日（日）
	 	17日（日）
	 	21日（木）
	 	24日（日）
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公式競技　結果報告
Results of Official game

〈一般の部〉　村松和彦様が昨年に続き2連覇、通算でも5度目の優勝となりました。
さすが日本シニアオープンに出られるだけの実力です。

〈シニアの部〉　小島康弘様が初優勝されました。
2連覇中の橋本貞男様の3連覇をストップされ来年以降の小島様の連覇も期待出来ますね！

プレーオフの末、逆転で藤井英次様が優勝されました。
予選競技22日～決勝競技29日と2週にわたり2日間54ホールを終えた時点で家田様と藤井
様が、211ストロークで並ばれ、プレーオフの2ホール目にバーディーパットを決められ優勝を
勝ち取られました。9ホールを残した時点では、家田様の3打リードでしたがその差を追いつき
優勝されました。

10月3日から4週4日間にかけて開催いたしました2021倶楽部選手権は、小島康弘様が2014
の優勝から7年ぶり2度目の優勝を飾られました。1回戦から圧勝で優勝され7年前の強さを
思わせる戦いでした。

シニア選手権では、橋本貞男様が初参加初優勝を飾られました。1回戦から接戦ばかりを制さ
れましたので喜びもひとしお。本当におめでとうございました！

栄えある2021理事長杯で優勝できましたことを大変栄誉に思います。これも同伴のお二人の
山本さん、佐藤さん、キャディの真鍋さんに引っ張っていただき、最後まで集中を切らすことなく
プレーが出来たこと、長年付き合ってきたパターのイップスが顔を出さなかったお陰です。決勝
の6月6日は「おけいこの日」だとか。60歳の6月6日に、あらためてパターのけいこに励みたいと
心新たにしたところです。最後に、連日朝早くから運営をしていただいた競技委員並びに甲賀カ
ントリー倶楽部スタッフの皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

村松 和彦 藤井 英次

小島 康弘

村尾 俊道

スクラッチ競技
◆一般の部　
2021.4.4

キャプテンス杯　2021.8.29

クラブ選手権　2021.10.24

シニア選手権　2021.10.24

スクラッチ競技
◆シニアの部　
2021.4.4

理事長杯　2021.6.6

優 勝 優 勝

小島 康弘優 勝

橋本 貞男優 勝

優 勝

優 勝 rank name out in out in gross HDCP NET total

優勝 村尾 俊道
41 39 44 124 18 106 215

43 43 41 127 18 109

準優勝 前田 忠憲
44 42 44 130 15 115 221

41 40 40 121 15 106

3 位 谷口 正士
38 43 43 124 10.5 113.5 223

42 39 39 120 10.5 109.5

rank name out in out in gross HDCP NET total

優勝 藤井 英次
39 41 40 120 15 105 211

41 42 38 121 15 106

準優勝 家田 直也
42 40 38 120 15 105 211

37 43 41 121 15 106

3 位 佐藤 武
37 38 40 115 10.5 104.5 217

39 43 41 123 10.5 112.5

スクラッチ競技 一般の部 競技結果

キャプテンス杯  競技結果

スクラッチ競技 シニアの部 競技結果

理事長杯 競技結果

rank name out in gross total

優勝 村松 和彦
39 37 76 150

37 37 74

準優勝 川中 邦年
37 43 80 155

37 38 75

3 位 石光堅太郎
42 39 81 165

43 41 84

rank name out in gross total

優勝 小島 康弘
39 40 79 154

35 40 75

準優勝 橋本 貞男
38 39 77 161

45 39 84

3 位 園田 正雄
40 44 84 163

39 40 79

8 7

1 2-1 5-4

6-5

6-5

2

4 3

5 6

川中　邦年 中水　滋己

馬籠　昭典 奥田　敏広

山本　洋樹 小島　康弘

家田　直也 木田　勇4-3

9-8小島 康弘
4-3

8 7

1 20H	1up 19H	1up

19H	1up

4-2

3-2

2

4 3

5 6

佐藤　  武 園田　正雄

山﨑　糸治 山本　幸正

神戸　　優 橋本　貞男

作田　勝弘 安田　義博

1up橋本　貞男
1up

〈敬称略〉
〈敬称略〉
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 ■ 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)

1 月 竹内 喜秋 野邉 学 髙田 正道 武村 智司 今井 善次

2 月 中川 宏能 下村 昇 大石 耕造 武村 智司 竹内 貢

3 月 土川 和敞 塚田 守 橋本 昌東 村尾 俊道 作田 勝弘

4 月 武村 智司 石津 徹幸 髙田 正道 磯岩 潮 黄瀬 勉

5 月 北川 明広 園田 英樹 山本 大介 今川 正和 内木 守

6 月 木田 勇 森 正 上村 隆 近藤 久人 岡本 富士夫

7 月 前田 忠憲 島田 裕良 岡﨑 佳明 德地 雄二 橋本 博久

8 月 土川 和敞 寺田 清作 井上 照彦 石津 徹幸 平松 善雄

9 月 木田 勇 村井 優子 橋本 昌東 大石 耕造 田上 知 

10 月 宇野 彰一 橋本 昌東 堀本 恒秀 武村 智司 平松 善雄

11 月 奥村 恭輔  西村 健司 原 幸子 今西 伸之 今井 善次

 ■ グランドマンスリー
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)

12 月 林 充浩 村井 優子 寺田 清作 土本 忠司 園田 正雄

 ■ 各種競技結果

2021新年杯     

2021初夢杯																																				2021.1.31
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

小島 功   西村 健司  細居 昌朋 

春分の日杯 2021.3.20
ABC 合同 （優勝）

武村 智司 

開場55周年記念競技① 2021.9.4
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

橋本 鎌一 西田 浩也 安部 昭彦  

開場55周年記念競技②																2021.9.5
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

荒木 政俊 岡本 富士夫 原 健  

秋分の日杯																															2021.9.23
ABC 合同 （優勝）

松原 康之

南新太郎メモリアル競技													2021.11.23
ABC 合同 （優勝）

奥村 展三    

予選から一つ抜け出ておられた初出場の橋本貞男様が、決勝もそのまま逃げ切り初優勝を
飾られました。決勝競技では、予選では無かったOBが出て2位の田上知様に迫られましたが、
予選でのリードを守り切られました。本当におめでとうございます。これからの連勝記録に期待
しています。

橋本 貞男

グランドシニア選手権　2021.10.14 レディース月例杯 甲賀プラチナ会コンペ

優 勝

rank name out in gross total

優勝 橋本 貞男
36 36 72 155
43 40 83

準優勝 田上　 知
39 40 79 158
41 38 79

3 位 作田 勝弘
41 38 79 160
45 36 81

開催日 優勝者 out in gross HDCP Net

3/25 西村久美子 47 46 93 21.0 72.0

6/24 滝村美惠子 42 43 85 18.0 67.0

7/22 山辺 弥生 49 43 92 23.0 69.0

9/30 岡﨑 佳明 44 45 89 31.0 58.0

11/25 岡﨑 佳明 50 49 99 27.0 72.0

開催日 優勝者 out in gross HDCP Net 年齢

3/25 〈第8回〉 中川 茂一 48 47 95 30.0 65.0 （88）

6/24 〈第9回〉 石田 晃朗 42 41 83 26.0 57.0 （80）

9/30 〈第10回〉 坂口 ゆり 39 41 80 26.0 54.0 （60）

11/25〈第11回〉 渡辺 勇 50 45 95 28.0 67.0 （86）

〈第9回〉 雨川　 勉（82） 〈第10回〉 竹内　 貢（84）

八田 崇史（84） 〈第11回〉 柴谷 三男（83）

竹内　 貢（84） 竹内　 貢（84）

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（一般400円）が300円となります。
＜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

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

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）

姉妹コースご利用特典のご案内
Information on sister course usage benefits

グランド シニア選手権 競技結果

〈敬称略〉

エージシュート達成者

〈敬称略〉

積雪のためクローズ
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【パソコン教室】【ドローン教室】【お花教室】など、
多目的で施設のご利用がございます。
詳しくは、フロントまでお問い合わせ下さい。

キャプテンス杯で優勝されました藤井英次様よ
り昨今の社会情勢につきキャプテンス杯優勝コ
ンペが開催できない旨、記念品としてご寄贈戴
きました。こんなにも早く集球出来るなんてと、
スタッフは大喜びです。大切に使わさせていた
だきます。

ラウンドに来られるときは、食欲旺盛な鯉たちへの
お土産を忘れずにお願い致します。とにかく食べま
くりますよ！寄付いただき本当にありがとうございま
した。

■施設のご利用は、倶楽部会員及び当日ゲストプレーのお客様に
　限らせていただきます。
■会員様の当日プレー以外での、ご利用時はフロントにてご署名を
　お願いします。
■ご利用時は、周囲に十分注意して下さい。
　事故、ケガ等について倶楽部では責任を負いかねます。
■ご利用時間は、17:00 迄とさせていただきます。
　（練習ボール販売機は16:00 終了）

新型コロナ感染対策としまして、受付での消
毒やパーテーション設置、スタッフの検温を
徹底し、皆様に安心安全にプレーいただける
ように取り組んでおります。

台風被害の復旧作業をいたしました

施設の貸し出しもしています新型コロナ対策

羊会記念植樹 クラブ会員様の練習場施設のご利用について

昨年もたくさんの鯉を
寄付いただきました

芝生の張り替え、カート道路の舗装など
コース整備に取り組んでいます

特に被害の大きかった1番ホールの様子です。

練習場へのお車の乗り入れ禁止

打球練習場の集球器
ご寄贈いただきました
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9月4 ～ 5日の2日間、甲賀カントリー倶楽部「開場 55周年記念競技」
を開催いたしました。
今年も、持ちハンデの 9 ホールのハーフ集計となりましたが、飛び賞・
順位賞もあり喜んでいただけました。
今後も末永く、甲賀カントリー倶楽部を宜しくお願いいたします。

湖南市ジュニアゴルフスクール 守山学園ドローン体験会
8 月 25 日美松ゴルフセンターで湖南市ジュニアゴル
フスクールが開催され、小学生の 3 年生を中心に
25 名が参加してくれました。スナッグゴルフから始
まり本物クラブ・ボールとを体験し、ゴルフを楽しん
で帰ってくれました。来年もきっと参加してくれるで
しょう。大きくなったら甲賀カントリー俱楽部へラウ
ンドに来て下さいね。

８月６日児童養護施設守山学園の子供たちがドロー
ン体験会に遊びに来てくれました。特にこの夏休み
は、自由に外へ遊びに行くことが叶わないため、広々
としたゴルフ場でドローンを大空に向け飛ばすこと
は夏休みの貴重な思い出になったことでしょう。昼
食は、レストランで愉しくお食事をとって頂きました。
また、来てくださいね！！

新型コロナウイルスの影響もあり、大会の開催が
心配されておりましたが、無事に四大競技を開催
することができました。これも、ご参加いただきま
した皆様、また大会運営にご尽力いただいており
ます競技委員長はじめ、委員の皆様のご協力があ
ってこそと感謝しております。本当にありがとうござ
いました。

開場55周年記念競技開催！四大競技を無事に開催することができました

地域貢献を兼ねた地元密着イベントを開催！

手の大きさをスキャニングでぴったりの手袋！

本間の新発売クラブも特価販売！

子供たちからのお礼の手紙

■スクラッチ競技

■キャプテンス杯

■理事長杯

■クラブ選手権・シニア選手権

■グランドシニア選手権
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木田　孝祐
中嶋　秀忠
山本　善重
宮田　光純
辻　幸典
播磨　三奈
島田　俊一
中島　種利
山田　正人
園田　武史
鶴見　延也
溝井　和義

池田　紗也
佐藤　晃一
横関　孝夫
坂口　孝雄
杉田　米男
夏原　陽平
熊川　貴仁
堀本　恒秀
島田　成音
小西　和典
福知　俊治
青峰　真雄

村松　柊子
西浦　裕介
松田　和夫
奥田　克実
鈴木　寿信
坂口　ゆり
鵜飼　潔
山田　雅己
田中　俊行
武村　明徳
竹中　嘉弘
谷口　英俊

阪口　覚哉
南　和巳
中野　亜紀
髙畑　友祐
松田　望
大道　佳容
上坂　崇紘
村林　則夫
南條　貴美子
水口　浩一
小嶋　嘉行
四方　清文

寺本　美佐子
山本　良紀
井上　剛志
小林　治
藤村　治
松林　大樹

８月 20 日（金）彦根カントリー倶楽部で開催されましたインタークラ
ブ競技・東近畿 A 地区予選会において甲賀カントリー倶楽部が 27 年
ぶり3 度目の優勝を飾ることができました。19 クラブの参加で 2 位に
4 打差の優勝でした。今回の優勝で 7 度目となる関西大会出場権を獲
得いたしました。
＊ベストスコアで千代直人さんが、72 ストロークでメダリストに輝かれ
ました。

9 月 20 日「2021 ゴルフライフ スクラン
ブルゴルフツアー関西エリア予選会」を
開催させて戴きました。この日の予選会
は、ペア・チーム戦のスクランブル競技
10 部門での予選会でした。それぞれの
部門で予選通過のチームは、11 月 25・
26 日タラオカントリークラブでの決勝へ
進出されます。ペアやチームでウエアを揃
えて楽しく廻っておられました。

千代 直人様
●第 76 回国民体育大会　ゴルフ競技
　滋賀県代表選手に選抜
● 2021 年度ミッドアマチュア選手権競
　技の決勝に進出【3 位入賞】

村松 和彦様
●日本スポーツマスターズ　ゴルフ競技
　滋賀県代表選手に選抜
● 2021 年度ミッドアマチュア選手権競
　技の決勝に進出

カートナビを導入しご好評の声をいただいております。攻略ポイントでスコアアップを目指して下さい。コンペの時
のリーダーズボードでライバルのスコア状況も見られて楽しみが増えました。

インタークラブ競技・東近畿 A 地区予選　
27 年ぶり３度目の優勝！

カートナビ導入でご好評の声をいただいております

2021 年ゴルフライフ スクランブルゴルフツアー
予選会開催！ 甲賀 CC チームも参戦！

甲賀 CCメンバー様が活躍されています

新入会員様ご紹介
Introduction of new members

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。

（11月末現在）
〈敬称略〉
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近江スエヒロ本店近江スエヒロ本店 南産業

GREEN LOFT THE PARK

日本観光開発株式会社

甲賀カントリー倶楽部

甲賀カントリー倶楽部

甲賀カントリー倶楽部

甲賀カントリー倶楽部

スポーツクラブIZUMI21

近江三昧一里山モスバーガー 一号線三雲店 甲南パーキングエリア

近江スエヒロ 京都茶屋

スクールIE

養老パーキングエリア

ミナミフラワーガーデン

南グループインフォメーション

近江スエヒロ本店

近江スエヒロ ダイニング The Beef

ミナミ草津ゴルフガーデン

阿南カントリークラブ

GREEN LOFT THE PARK

ミナミ草津バッティングドーム

天草プリンスホテル

恵那峡カントリークラブ

レ
ス
ト
ラ
ン
＆
フ
ー
ド
事
業

ゴ
ル
フ
場
事
業

グ
リ
ー
ン
＆
フ
ラ
ワ
ー
事
業

不
動
産
管
理
事
業

教
育
事
業

保
険
代
理
店

事
業

ス
ポ
ー
ツ
施
設
事
業

ス
イ
ミ
ン
グ
＆
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
事
業

ホ
テ
ル
事
業

ハ
イ
ウ
ェ
イ
関
連
事
業

滋賀県草津市大路3-1-39　077-562-3651

滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一 1F 
077-547-2415
近江三昧 湖の見えるレストラン
滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学医学部 附属病院D棟6F
077-544-0353

近江スエヒロ本店

The Beef一里山

06-6390-2105

焼肉牛角 草津店
滋賀県草津市東草津1-2-51　077-569-5090

近江スエヒロ新大阪茶屋
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目16番1号アルデ新大阪2階

近江スエヒロ京都茶屋
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町902番地
京都駅前地下街ポルタ 東エリア　075-354-7050

里山

熊本県天草市東町92　0969-22-5136
ホテルボストンプラザ草津 （関連会社）
滋賀県草津市西大路町1-27　077-561-3311

天草プリンスホテル

養老サービスエリア 上り線
岐阜県養老郡養老町橋爪南川原1475（名神高速上り線）
0584-32-3152
甲南パーキングエリア 上り線
滋賀県甲賀市甲南町杉谷2281（新名神高速上り線） 
0748-86-8188
甲南パーキングエリア 下り線
滋賀県甲賀市甲南町杉谷3166-2（新名神高速下り線） 
0748-86-8236

滋賀県甲賀市土山町南土山 新名神高速土山ＳＡ内
0748-66-8056
近江スエヒロ土山茶屋
滋賀県甲賀市土山町南土山 新名神高速土山ＳＡ内
0748-66-8104
恵那峡サービスエリア 上り線
岐阜県恵那市大井町1120（中央道上り線） 0573-26-3131
藤枝パーキングエリア 上り線
静岡県藤枝市中ノ合字衣原616-2-1(新東名高速上り線)
054-638-1255
南産業株式会社 物流センター
滋賀県草津市渋川2-8-1　077-562-0050
株式会社 忍者の里甲南
滋賀県甲賀市甲南町杉谷2281　0748-86-8676
株式会社 藤商
静岡県静岡市清水区山原330-1　054-365-3211

近江スエヒロ ダイニング The Beef

阿南カントリークラブ
徳島県阿南市橘町江ノ浦88　0884-27-1814

岐阜県恵那市長島町中野1269-51　0573-25-5111
まきがねゴルフガーデン
岐阜県恵那市長島町中野1269-51　0573-26-5333
甲賀カントリー倶楽部
滋賀県湖南市三雲3354　0748-72-1221

滋賀県草津市東矢倉3-9-75　077-562-1135
ミナミ草津ゴルフガーデン

恵那峡カントリークラブ

滋賀県草津市東矢倉3-9-75　077-562-2234
ミナミ草津テニスガーデン クレセント
滋賀県草津市東矢倉3-9-75　077-561-4646
野洲川グラウンドゴルフ場 （指定管理）
滋賀県甲賀市水口町水口6377　0748-63-7044

ミナミ草津バッティングドーム

大津イトマンスポーツクラブ
滋賀県大津市打出浜33-11  077-525-7755
堅田イトマンスポーツクラブ
滋賀県大津市真野2-17-1　077-573-2531
草津イトマンフィットネスクラブ
滋賀県草津市西渋川1-9-44　077-564-6031
守山イトマンスイミングスクール
滋賀県守山市吉身6-5-4　077-582-0151
近江八幡イトマンスイミングスクール・健康スタジオLAKES
滋賀県近江八幡市桜宮町206　0748-33-1135
彦根イトマンスイミングスクール
滋賀県彦根市古沢町500　0749-26-1821
八日市イトマンスイミングスクール
滋賀県東近江市八日市東本町7-7　0748-22-8456
甲西イトマンスイミングスクール
滋賀県湖南市平松104　0748-72-2612

ニッコースポーツ
大阪府大阪市平野区平野北2-1-56　06-6794-8787
スポーツクラブ IZUMI21
滋賀県守山市勝部1-1-17 近江鉄道ビル3F　077-581-2800
東近江市湖東プール （指定管理）
滋賀県東近江市池庄町496　0749-45-1213
東近江市能登川プール （公営受託施設）
滋賀県東近江市垣見町50　0748-42-6767

ミナミフラワーガーデン
滋賀県栗東市下戸山648-1　077-553-5242

）社会連関（]店津草[ドッキーオ プッョシーワラフ
滋賀県草津市追分1-3-30(フレンドマート志津東草津店内)
077-569-4970
GREEN LOFT THE PARK
滋賀県草津市北山田町3268番地1
077-584-5310

保険事業部
滋賀県草津市大路3-5-64　077-562-3652

(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
滋賀県草津市大路3-5-64　077-562-1049

スクールIE 守山北校
滋賀県守山市播磨田町3127 田中ビル3F
077-582-5015
スクールIE 草津西校
滋賀県草津市野村4-10-19　077-565-2712
スクールIE 近江八幡校
滋賀県近江八幡市桜宮町206
0748-31-4415
スクールIE 水口校
滋賀県甲賀市水口町本綾野550-5神開ビル2F
0748-65-4880

川西イトマンスイミングスクール
兵庫県川西市滝山町1-18　072-757-1376

岸和田スポーツクラブ
大阪府岸和田市港緑町3-1 
岸和田カンカンベイサイドモールWEST棟2F
072-493-2222

滝谷イトマンスイミングスクール
大阪府河内長野市木戸2-33-12　0721-54-1858

南グループ系列事業所

※写真は2人前です。

※写真は2人前です。

◆ 特選和牛ロースと国産豚バラしゃぶしゃぶプラン

6,000円［税込］飲み放題付（120分）〈1人前〉
※90分ラストオーダー

◆ 近江牛と鶏モモすき焼きプラン

5,000円［税込］飲み放題付（120分）〈1人前〉
※90分ラストオーダー

近江スエヒロ本店の味を甲賀CCでお楽しみいただけます。

しゃぶしゃぶ・
すき焼きプラン

飲み放題付（120分）

要予約
2日前15時
まで

（10名様以上）

※写真はイメージです。

一人鍋で
提供可能

一人鍋で
提供可能

スエヒロといえば元祖しゃぶしゃぶ。
秘伝の胡麻だれとその味をご堪能いただけます。

スエヒロ秘伝のすき焼きの味を
リーズナブルに召し上がっていただきます。

◆ 近江牛黄金の牛めし

1,080円［税込］
◆ いなり寿司

300円［税込］
◆ ステーキ弁当

1,080円［税込］
◆ 焼鯖寿司

1,728円［税込］

テイクアウトも承ります。
Take Out 事前予約いただきましたらプレイ終了後にお渡しできます。

（数に限りがあります）

要予約

お気軽にスタッフまでおたずねください。

〈3個入〉〈1本（8貫）〉
数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

かにかにコンペ

1月22日（土）
2月19日（土）

かにかにコンペは前半9Hハーフコンペとなります。
（甲賀式Wペリア方式）

使用Tee男子白マーク・女子赤マーク
（70歳以上ゴールドTee使用可）

競技方法

参加費 2,200円
※プレー費別途

参加者全員に賞品進呈！

賞　　品

同封致しました年賀ハガキ
に、甲賀カントリー倶楽部独
自のお年玉プレゼント番号
を記載しています。当選番
号は1月中旬にクラブハウ
ス内とホームページ上で発
表いたしますので、どうぞ
お楽しみに。

賞品の引換は2022年3月31日までフロントにて行っています。
引換の際は、必ず当選ハガキをご持参下さい。※賞品の発送は行っておりませんのでご了承下さい。

PRGR ゴルフバッグ 1名様

2名様

15名様

150名様

昼神温泉 ホテル阿智川
ペア宿泊券

HONMA D1ボール 
1スリーブ

セルフプレーご招待券


