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ごあいさつ
Greetings

理事長

南 啓次郎 髙田 紘一
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。

　昨年７月に理事長に就任して早々の９月に台

風１８号が来襲し、当倶楽部は大きな被害を受

けました。未だにコース上には修復跡が点在し

ており、完全に回復できますのは４月頃になる

かと思います。メンバーの皆様には、たいへん

ご心配をおかけしたこととお詫び申し上げます。

　なんとか１２日間のクローズで収めることが

でき、９月末には営業再開することができまし

た。営業停止期間中には、多くのメンバー様か

ら励ましのお言葉やお見舞いをいただき、おお

きな力を頂戴できましたことを改めて御礼申し

上げます。

　いよいよ当倶楽部の５０周年へ３年を切るこ

ととなりました。理事長としてクラブハウスの改

修事業という大きな事業へ向けて本格的に取

組んで参ります。３年後の開場５０周年を迎え

る時には、メンバーの皆様が喜んでいただける、

誇れるクラブハウスでありたいと願っております。

これより着実に改修計画を進めて参りますので、

メンバー皆様のご理解とご支援をよろしくお願

い申し上げます。

　ゴルフ業界はゴルファーの高齢化に伴うプ

レイ数の減少と言う課題を抱えて、引き続き厳

しい状況が続くと予測されます。しかしながら、

決してマイナス要素ばかりとは思っておりません。

２０２０年に東京オリンピックが決定しました。

２０１６年のリオデジャネイロのオリンピックか

らゴルフが正式種目に加わります。ゴルフ人気

が再燃して、若年層のプレイヤーが広がること

を大いに期待しております。

　私の信条といたしまして、永年に亘り築きあ

げてこられた当倶楽部の伝統と格式を保ち、

堅実な倶楽部運営を図って行くことが、メン

バー様の信頼に応えることと肝に銘じて取組ん

で参ります。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。

　新年明けましておめでとうございます。皆さん

お健やかに決意も新たに迎春のこととお慶び

申し上げます。

　「去
こ ぞ こ と し

年今年、貫く棒の如きもの」。いつも正

月を迎えると、想起する俳句です。年が代わっ

ても別に何も変わらない。さすが人生を極めた

高浜虚子の名句です。凡人の私には、年を重ね

ても、「今年こそ！」との気持ちだけでも新たに

したいと思うものです。

　俗に言う「アベノミクス」効果か、円安と株高

で例年よりは元気のある「甲
きのえうま

午」の年が明けま

した。「甲
きのえ

」は「十
え と

干」のトップです。その道の

権威によると、「新芽が古い殻を破って萌え出

てくる」と予言しています。折角の明るいムード

に水を差すつもりはありません。ただ冷静にわ

きまえておかなければならない、極めて重い課

題があることも厳然たる事実であります。国家

財政が破綻の危機に直面している下で、異常と

もいえる金融緩和に歯止めがかかっていないこ

とに禍根を残しかねない危うさがあります。もう

ひとつ看過できないテーマは地球温暖化の進

行が、まさに「P
プ ラ ネ タ リ ー

lanetary E
エ マ ー ジ ェ ン シ ー

mergency（全地

球的危機）」を迎えていることであります。

　このように考えると、いま私たちが目指すべき

道は、在来型の成長神話から脱却し、新しい、

質の高い事業を創生することに「民」の心意気

を発揮することに尽きます。

　南グループが掲げる「3K（観光、健康、環

境）戦略」のさらなる発展に努めることこそ正

解であると信じます。

　皆さんのご多幸をお祈りいたします。
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𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
代表取締役会長

　明けましておめでとうございます。

　恒例の2013年の世相を表す漢字は「輪」で

した。五輪招致決定などで日本中が輪になっ

て湧いたことからこの漢字が選ばれました。で

はゴルフ界の１年を表す漢字は何がふさわしい

と思われますか。史上初の賞金王松山英樹の

「松」、感動的な初優勝を挙げた宮里優作の

「優」、最後に逃げ切った森田理香子の「森」

も考えられます。いずれにしても若手の躍進と

ベテランの健闘で全体的に選手層が厚くなっ

たと思います。甲賀カントリー倶楽部所属プロ

平塚哲二も26位と健闘いたしました。

　私ども南グループは、昨年5月、経営陣を一新

し新体制でスタートしました。9月、台風18号によ

り甲賀カントリー倶楽部は甚大な被害を受けま

した。会員皆様よりはあたたかいご支援をいた

だき、若い力とベテラン社員が一つとなって

復旧に尽力し早期の再開にこぎつけることが

できました。こうした試練のお陰で南グループ

は社員の絆をより深め、一つになるよき機会を

いただいたと感謝しています。

　今年は、2年後の開場50周年に向け、懸案

のクラブハウスの新・改築計画が具体化する

予定です。会員の皆様から、無理をせず、今ま

での堅実な経営に徹して欲しいとの多くのご意

見をいただいております。

　ゴルフ場を取り巻く環境変化に対応し、少子

高齢化を念頭に、「女性」「シニア」「環境」

にやさしく、10年、20年後に評価される新し

いスタイルのゴルフ場を目指す所存です。会員

皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

委員会だより
 From committee

競技委員会

　新年おめでとうございます。平素は倶楽部競技の運
営にご協力くださいまして、誠にありがとうございます。
本年もスムーズな競技の進行と、より多くの会員様にご
参加、お楽しみいただける倶楽部競技のあり方を議論
して参ります。本年も皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしく
お願い申し上げます。

　昨年９月の台風による影響が、まだコース内の各所に
残っておりますが、春に向けて徐々に元の姿に回復でき
るよう、倶楽部のコース管理スタッフには、尚一層の努力
をお願いしております。また一部の松の木が枯れていると
のご指摘もいただいております。本年も会員の皆様に気
持ちよくラウンドしていただけるよう務めて参ります。

　開場50周年に向けて“笑顔で爽やか、確かなアドバ
イスは甲賀のキャディさん”を目指していきます。
　皆様の一層のご支援ご協力をお願いいたします（全
員研修会を2月に実施します）。 

　新年明けましておめでとうございます。当委員会では
ゴルフ競技の本質であるフェアプレーの精神に基づき、
公正かつ誠実に皆様のハンディキャップの管理を行っ
ております。ぜひ本年も、老若男女が実力に応じた競技
を楽しめるよう、公正なスコアの申告をよろしくお願いい
たします。皆様のご協力をお願いいたします。

　偉大な先輩である淺野恭司様の後任として、昨年７
月、エチケット委員長を務めさせていただくことになりま
した。今後も諸先輩方をはじめ、皆様のご指導を仰ぎな
がら精一杯、甲賀カントリー倶楽部のプレーヤーのマ
ナー・エチケットの向上に努めてまいる所存です。今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。

　2014年の新春を健やかにお迎えになられましたこと
を心からお慶びを申し上げます。
　昨年の台風18号は、甲賀カントリー倶楽部に過去に
無い大きな被害をもたらしましたが、職員各位の懸命
の努力により、早期の営業再開にこぎつけて頂きました。
また、クラブハウス内では、清潔・清掃に重きをおいて頂
き、レストランのメニューと、食味におきましてもご満足
戴いているものと思います。来る開場50周年に向けてク
ラブハウスのリフォームも鋭意検討頂いております。
　本年も、会員・ビジター各位の来場者には快適なゴル
フライフをお楽しみ戴きますようお願いを申し上げます。

大岡 通男 委員長

青木 善政 委員長

今井 紘一 委員長

上田　勝 委員長

園田 重和 委員長

白井 治夫 委員長

　　 　　　秋田 興造　  大西 　勇　
奥田　 稔　川那辺 吉定  熊谷 誠三郎
堤 耕太郎　辻　 宗和　  平松 善雄　
中村 康夫　山下 勝志　  前野 研吾　
中口 輝昭　小島 康弘　  村松 和彦

＜委員＞

グリーン委員会
木村 征夫　松井 成一　田村 義教
＜委員＞

キャディ委員会

松田 忠男　上西 宗市　田上  知
＜委員＞

ハンディキャップ委員会
教野 勇　髙木 敏　丹羽 逸男
＜委員＞

エチケット委員会
井口 武男　中山 尚男　田中 道啓　
池内 要一
　

＜委員＞

ハウス委員会

浅井 勉　山口 悌市朗　甲斐 誠一
＜委員＞
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会員様からの近況報告  午年の年男さんにお聞きしました。

　明けましておめでとうございます。
　数え七十三歳の午年を迎えました。今年は
社会人となって五十年、甲賀の会員となって、
三十年の記念すべき年となります。
　S39年関東の電機メーカに入社、S46年に大
阪へ転勤、繊維問屋街のお客様に「ここではカ
ラーシャツにしなはれ」と散々いわれながら、
公官庁、鉄道・銀行から商店などあらゆる業
種のお客様と接することになりました。社の
先輩からゴルフも付合いの一つと言われ、S48
年中古クラブの筆おろしをしました。最初は京
都大原パブで、３番目が甲賀CCで、メンバーの
社の先輩が一緒に回ってくれました。
　甲賀初プレーの印象は、傾斜のきついタフな
コースと感じました。６番ティーグランドが
現カート道の途中だったと思います。平坦なフェ
アーウエーまで4〜5打程叩いたと思います。
　仕事が忙しくなるにつれて、気分転換と
健康の為、ゴルフを続けようとS59年会員に
なり、妻もS62年に会員になり、かって一緒に
プレーした村瀬宮市さんのように、80歳まで
プレーできるよう「健康第一、スコアー第二」
をモットーに、楽しんで続けております。
　台風18号の惨状を二週間後に見て、びっく
りしました。早くコースが修復でき、スタッフ皆
様のご尽力に感謝いたします。
　開業50周年に向けて、より良い甲賀CCにな
るようメンバーも助言しましょう。

　甲賀カントリー倶楽部の皆様、新年あけま

しておめでとうございます。

　桂支配人様をはじめとする甲賀カントリー

倶楽部の皆様の御厚意により、伝統由緒ある

同倶楽部のメンバーに2005年より入会させて

いただきました。本当にありがとうございます。

　自然を大切にする甲賀カントリー倶楽部は、

木 も々太く、高く、フェアウェイに一打謝ることの

大切さを教えてくれる。グリーンも常に速く、慎

重なパットを要求される。ラウンドする数だけ、

ゴルフとプラス何かを学ぶことができる。私に

とって、本当に良いコースだと思っています。

　父に勧められ 、25歳ではじめたゴルフ。

無我夢中でボールを追いかけ早48歳。ゴルフ

を通じ多くの方とめぐりあえたご縁は、何より

の宝でございます。

　ゴルフは今や、私の最も愛する、唯一の趣味と

なりました。仕事の合間、年に1、2回できる父との

ラウンドが一番緊張感があって楽しみです。

　これからもどうぞよろしくお願いいたします。

　今年も皆様にとって良い年になりますよう心

よりお祈り申し上げます。

　甲賀ＣＣを愛する皆様、新年明けましてお
めでとうございます。２０１４年１月、私も還暦
を迎える年になりました。
　ゴルフを始めて３０年、公私にわたり長くお
世話になっている甲賀カントリー倶楽部前理
事長南新一様には昨年お亡くなりになられま
したが、大変かわいがって頂きました。改めて
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
　私はもとより、運動神経も良くない方ですの
で、ゴルフも途中で投げだすだろうと思ってお
りましたが、今まで楽しく続けられている事に
大変うれしく思っています。
　還暦を迎え、あと何年ゴルフが出来るかと
考えた時当クラブにも８０才をこえて、いまだ
元気にエイジシュートされるくらい元気な会員
がおられます。そんな大先輩会員を目標にスコ
アーはムリでも２０年後も元気にプレー出来
ればこんな幸せはないと思っています。
　一日一回あるかないかの会心のショットの爽
快感とご一緒にプレーする方 と々楽しく過ごせ
る事を喜び、アットホームなキャディーさんや
スタッフに迎えられてホッとする甲賀ＣＣで、
これからも楽しくプレーできればと思っています。

感謝

石橋 洋武 様 川村　壽 様

Messages from members

「コースの思い出」 「素晴らしきは
　　　ゴルフと人生」

上西 宗市 様

「爽快感と
　　楽しさを求めて」 新入会員様ご紹介

（2013年1月〜12月まで）

以下の皆様が新しく甲賀CCの一員に加
わられました。今後ともどうぞよろしくお
願い致します。

中川 宏能
今村 健一
川中 俊果
岩瀬 清和
稲田 　洋
神田 眞澄
川西 　誠
岡　 敦哉
大西 久美子
里内 秀史
山東 　稔
田邉 政巳
諸頭 　一
西尾 和男
西浦 忠之
木村 堅持
石田 隆英
豊川 誓矢
辻　 佳大

様

様

様

様

様

様

様

様

　 様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

西田 翔太
野﨑 鉄平
山本 洋樹
西村 文仁
岡本 茂樹
前野 佑喜
小島 慎平
福山 隆夫
今川 正和
宮田 淳志
髙橋 祥二郎
菅原 正明
西川 健三郎
磯部 和夫
中場 寛行
寺元 暢一
小森 源司
安部 昭彦

様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

　 様

様

　 様

様

様

様

様

様
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WBC 世界バンタム級 V2戦 山中慎介vsトマス・ロハス （2012.11.3）

（写真右）

　私は山中慎介の父親と若い頃からの遊び

仲間で、ある時試合を見に行ったら、始まって

すぐ慎介の左カウンターが「バチンッ！」と相

手に入ってＫＯ勝ち。その瞬間、背筋に電気が

走り、いっぺんにファンになりました。相手を

打ち抜く自慢のコークスクリューパンチを武器

に戦績を重ねる中、後援会長を仰せつかり、

２０１１年には、念願の世界チャンピオンに！

　最近は根性のある子が少ない中、慎介は全

然違います。猛烈に練習するし、ロードワーク

は人一倍。性格も謙虚で気さくで気軽にファ

ンにサインするし、地元に帰ってきたら、すぐ

に顔を見せてくれる、ホンマにええ子です。だ

から、とことん応援できるし、山中慎介応援団

は、声援もマナーも日本一だとあるボクシング

雑誌で認定されました。現在世界王座防衛５

連勝中ですが、具志堅さんの防衛13回の日本

記録を更新してくれるのが私の夢です。「強く

強く願えば、望みは絶対叶う！」そう信じさせ

てくれた世界チャンピオン山中慎介に熱い声

援をお願いいたします。

　プロ野球ドラフト会議が10月24日、東京に

て行われ孫の展征が読売ジャイアンツに指名

されました。昨年の夏の甲子園大会において

ベスト4に、U18ワールドカップの日本代表に

も選出され、東京国体でもホームランを放ち、

高校野球生活を締めくくりました。親の手元を

離れ三年、異郷の地であたたかい応援をいた

だき、よく頑張ったと思います。常に「夢かなう

まで挑戦」を自分の気持ちの目標にしてきま

した。また私も昭和43年に甲子園へ甲賀（水

口）高校の監督として、長男伸一は昭和60年

甲子園でPL学園に破れたもののベスト4、

三世代にわたって出場出来ました。これから

は孫の活躍を見守りたいと思います。皆様の

応援よろしくおねがいいたします。

谷口 充
みたし

 様 奥村 展三 様

滋賀県湖南市出身の
プロスポーツ選手に注目！

甲賀 CC の地元

プロボクシング
第29代 WBC世界バンタム級チャンピオン

プロ野球
2013年ドラフト会議 読売ジャイアンツ4位指名

山中 慎介 選手

両選手にゆかりのある会員様にコメントをいただきました。

奥村 展
のぶ ゆき

征 内野手

1982 年湖南市出身

1995 年湖南市出身

■帝拳ジム所属 
■第29代WBC世界バンタム級チャンピオン
■第65代日本バンタム級チャンピオン
■プロ戦績：22戦 20勝（15KO）2分
■アマ戦績：47戦 34勝（10KO・RSC）13敗
■生年月日：1982年10月11日
■出身地：滋賀県湖南市
■血液型：B型
■趣味：食べ歩き

■1995年（H7）5月26日生まれ
■小学1年より三雲東スポーツ少年団
■中学時代は草津リトルシニアパンサーズに所属
■日大山形高校では1年春からレギュラー
■昨夏は主将を務め、山形県初の4強に貢献した
■家族は両親・姉・妹・弟・祖父母

甲賀カントリー倶楽部 会員
山中慎介後援会 会長

甲賀カントリー倶楽部 理事
元衆議院議員・文部科学副大臣

今、ボクシングで快進撃を続けるWBC世
界バンタム級チャンピオンの山中慎介 選手
は、滋賀県湖南市の出身です。当倶楽部の地
元からこのようなスターが誕生したことは大
変誇らしいことであるとともに、山中選手のさ
らなる活躍を大いに期待するところです。

また湖南市は、プロ野球界にも奥村展征
選手という期待の新星を送り出しています。

今回はこの両選手にそれぞれゆかりのあ
る会員様よりメッセージをいただきましたの
でご紹介させていただきます。
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公式競技　結果報告
Results of Official game

木ノ下 誠司

クラブ選手権
2013.10.27
優 勝

優 勝

おかげさまで２年連続で倶楽部選手権を優勝させていただくことが
できました。これからも技術の向上はもちろん、マナー、エチケットにつ
いても、名門甲賀カントリー倶楽部のチャンピオンの名を汚さぬように、
諸先輩方より学んでいきたいと思います。会員の皆様、本年もどうぞよろ
しくお願いいたします。

三年連続でグランドシニアの栄誉を頂く事ができ、本当に嬉しく思っ
ております。開催前に大雨による崖崩れがあり、開催が無いかと思わ
れた中、プレー出来るまでに修復して下さいました関係者の皆様に、
心から敬意を表します。この一致団結は、これから多くの発展をもたらす
ものと確信しております。

永年、色 と々お世話をして下さった桂さんが支配人に成られ、おめで
とうございます。桂支配人を中心に、ますます素晴らしい甲賀Ｃ.Ｃに成
ります事を祈念致しております。

はじめてシニア選手権に出場させていただき、幸運に恵まれて優勝す
ることができました。台風の被害の直後の開催とあって、コースの回復に
ご尽力いただいたスタッフの皆様方には特に感謝しております。またスム
ーズな競技の進行に務めてくださる競技委員の皆様にも、心よりお礼申
し上げます。本当にありがとうございました。

西谷　良美

シニア選手権
2013.10.27

優 勝

髙木　敏

グランドシニア選手権
2013.10.24 
優 勝

16 15

7

1 7-5

不戦勝

3-2 4-3
2-1

19H
1UP

2-1 4-3

3-2

6-5 6-5

2-1 5-35-4

4-3

2-1

2-1

6-5 1UP

6-5 19H
1UP

2

2
8 7

3

9 10

6

4 3

13 14

5 6

12 11

木ノ下誠司

橋本　貞男 土明　周史

村山　恒男

吉田　　勉 竹島　道之

山下　善久

馬籠　昭典 松村　雅人

山本　山治
髙木　　敏

伊藤　智史 伊山　昭一

有田　正義

小島　康弘 木ノ下誠司

宮嶋　真也 土川　和敞

中水　滋己 川中　邦年

吉本　吉隆 三浦　泰夫

16 15

1 9-7 ２-１

8-6

途中棄権 2-1

4-3 2-13-2

20Ｈ
１UP

2-1

2UP

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

西谷　良美

西谷　良美 神戸　　優

平山　哲男 古川　嘉久

原　　敏隆 田上　　知

北中　長夫 山本　幸正

寺西　孝之 作田　勝弘

奥田　　稔 鈴村　善信

齊藤　孝志 辻　　宗和

秋丸　　惠 三久保量章

8

1

4

5

髙木　　敏

野村　　治

川那辺吉定

松村　辰美

1UP

4-2

19H
1UP

21Ｈ
１UP

途中棄権
 ■ 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 笠島 実俊 山東 　稔 髙田 正道 小森 佳三郎 中野 　護

9 月 宮嶋 真也 吉村 宗市 千代　 誠 中川 三夫 田原　 博

10 月 木村　 進 吉村 宗市 髙田 正道 千代　 誠 進士 晴高

11 月 川中 邦年 西村 秀夫 千代　 誠 山﨑 糸治 長谷川  義昭

12 月 尾﨑 　徹 守屋 憲人 河村 博至 神田 眞澄 塩路 文昭

 ■ 各種競技結果

開場記念競技① 2013.9.7 
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

井上 敏司 小林 正明 淺野 清司

開場記念競技② 2013.9.8
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

木俣 幸三 黄瀬　 勉 川上　 清

南新太郎メモリアル競技 2013.11.23
優勝

河野 寛枝

< 敬称略 >
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2013の男子日本ゴルフツアーを締めくくる
最終戦、ゴルフ日本シリーズJTカップ第50回
の記念大会には、体調が整い何とか出場する
ことができました。結果は21位タイで、今シー
ズンの最終戦のフィニッシュとなりました。

今シーズンも体の故障もありながら、何とか
日本、アジア、ヨーロッパと戦い抜きました。

秋以降、徐々に成績が上向いてきましたが、
また腰を痛めてしまい、なかなか４日間通して
成績を維持することができず、優勝のないシー
ズンとなってしまいましたが、皆さんのご声援が
あって、今年の成績を残すことができました。

シーズンオフにはもう一度体を鍛え、2014年
のシーズンには是が非でも優勝できるように
がんばりたいと思います。今年も変わらぬご声
援をよろしくお願いいたします。

2014年のシーズンは、
是が非でも優勝します！

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

平塚プロ 2013年 年間結果
日時 ツアー名 順位 獲得賞金

03.14-03.17 Thailand Open 52 ￥230,735
03.28-03.31 Indnesia PGA Championship - -
04.18-04.21 東建ホームメイトカップ 40T ￥520,000
04.25-04.28 つるやオープンゴルフトーナメント - -
05.02-05.05 中日クラウンズ 29T ￥751,500
05.16-05.19 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 11T ￥3,180,000
05.30-06.02 ダイヤモンドカップゴルフ 78T -
06.20-06.23 日本ゴルフツアー選手権  Shishido Hills 26T ￥1,170,000
06.27-06.30 ～全英への道～ミズノオープン 4T ￥4,840,000
07.04-07.07 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント 40T ￥570,000
08.22-08.25 関西オープンゴルフ選手権競技 13T ￥725,400
08.29-09.01 VanaＨ杯ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント 18T ￥1,039,500
09.05-09.08 フジサンケイクラシック 40T ￥473,000
09.19-09.22 ANAオープンゴルフトーナメント 18T ￥1,386,000
09.26-09.29 アジアパシフィック パナソニックオープン 12T ￥2,021,250
10.03-10.06 コカ・コーラ東海クラシック 10T ￥2,904,000
10.10-10.13 TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Central 10T ￥2,268,000
10.17-10.20 日本オープンゴルフ選手権競技 57T ￥820,000
10.24-10.27 ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 3T ￥5,400,000
10.31-11.03 マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 24T ￥1,350,000
11.07-11.10 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦 26T ￥1,600,000
11.14-11.17 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 5 ￥6,000,000
11.21-11.24 ダンロップフェニックストーナメント 45T ￥643,200
11.28-12.01 カシオワールドオープンゴルフトーナメント - -
12.05-12.08 ゴルフ日本シリーズＪＴカップ 21T ￥1,349,592

国内獲得賞金ランキング 26位     賞金総額 ￥39,242,177.-
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会員募集について
Invitation to New Members

17番ホール ティーグラウンド

8番ホール グリーン付近 12番ホール ティーグラウンド

9番ホール セカンド地点

支配人

桂 直史

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。特に9月の台風18

号の影響により約2週間の営業停止を余儀なくされました際には、多くの皆
様からお見舞いや激励のお言葉をいただき、スタッフ一同復旧・営業再開に
向けての力強い励みとなりました。支えていただきました皆様には心より厚く
御礼申し上げます。

お陰様で甲賀カントリー倶楽部は２０１６年には開場５０周年を迎えます。
併せてこの機会に会員募集の一環として、新規会員のご紹介キャンペーンを
展開させていただいておりますので、お知り合いの方々のご紹介をお願い申
し上げます。

今後も更なる倶楽部の充実に努めてまいる所存でございます。会員の皆
様には引き続きご協力とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新規会員ご紹介キャンペーンのご案内
キャンペーン期間：2013 年 12 月〜 2016 年 3 月

ご紹介いただいた方がご入会された場合、会員様に甲賀 CC ギフト券を進呈
※ギフト券はプレーにもご使用いただけます。

正会員のご入会 ……………  １名につき ギフト券５万円
週日会員のご入会 …………  １名につき ギフト券 3 万円
親族会員のご入会 …………  １名につき ギフト券 3 万円 

●

●

●

ごあいさつ
Greetings

台風１８号の被害状況

正会員
■  新規募集会員

会員種類 預託金 登録料（税別） 合計（税別）
甲賀 CC 開場 50 周年記念会員 550,000 円 600,000 円 1,150,000 円

■  新規登録料割引
会員種類 預託金 登録料（税別） 合計（税別）

シニア会員（６０歳以上） 550,000 円 400,000 円 950,000 円
レディース会員（女性限定） 550,000 円 400,000 円 950,000 円
青年会員（４０歳未満） 550,000 円 400,000 円 950,000 円

■  割引制度適用要項
• 割引の適用は新規登録に限ります。発行済み会員権の名義変更には割引制度は適用できません。
• 個人登録の場合に限ります。法人登録される場合には割引制度は適用できません。
• シニア会員は満６０歳以上、青年会員は満４０歳未満です。レディース会員には年齢制限はございません。
• その他の要件については、現行の条件に準じます。詳しくは、当倶楽部の会員権募集要項をご参照下さいませ。

■  登録料割引期間：
平成28年3月31日まで

■  募集人数：200名

■  預託金分割制度：
預託金を最長3年まで無金利にて分割支払できる制度です。

■  年会費： 30,000円＜税別＞

週日会員

■  種類 < 週日会員 >
プレー可能日 ： 月曜日〜土曜日まで

  　　( 但し、国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)

週日会員は、祝日を除く週日（月曜日から土曜日）をメンバー料金にてプレーしていただける制度です。

■  募集金額
預託金 …… 100,000円
登録料 …… 300,000円＜税別＞

■  募集人数：200名

■  募集期間：平成28年3月31日
　　　　　　　　（定員に達し次第、締め切らせていただきます。）
■  年 会 費：25,000円＜税別＞

親族会員制度
親族会員制度とは、個人正会員と特別会員が親子間または夫婦間で名義変更を申しでた場合、
以降は親子または夫婦とも会員としてプレーでき、現在の条件を継続してご利用いただける制度です。

■  名義書換手数料：300,000円＜税別＞

会員募集要綱


