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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。

　今年の夏は猛暑日が続き、昨年とは打って変

わって大変厳しい夏となりました。暑さのために

ベントグリーンの管理が思い通りに行かず苦労

しております。メンバーの皆様にはご迷惑をお

かけしており、お詫び申し上げます。

　いよいよ当倶楽部は来年、お蔭様で50周年

を迎えさせていただくことになります。クラブハ

ウスの改修工事も無事に終了し、ご来場者の

皆様には好評をいただいております。また、新

しい副支配人とレストランの支配人及び料理長

を迎え、新たなスタッフでクラブ運営をさせて

いただいております。

　50周年を迎える来年は、6月にKGU主催の

ミッドシニア決勝競技（2日間競技）、8月には

京都滋賀オープンの決勝ラウンドと市町村別

対抗戦である県民体育大会を当倶楽部で開催

する予定となっております。これらの大きな競

技会をしっかりと運営しなくてはなりません。そ

して9月の開場記念日にはメンバーの皆様と一

緒に50周年の節目を祝いたいと願っております。

　この度のクラブハウス改修工事は、弊社にとり

まして、大変大きな投資となりました。この大事

な時にこそ、堅実な倶楽部経営をして行かねば

いけないと肝に銘じて取組んで参ります。来年

の50周年に向けて、しっかりとした経営基盤を

築づくこと、それこそが当倶楽部の伝統と格式

を保つことに繋がると信じて頑張って参ります。

　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。
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南 啓次郎

　猛暑も一段落し、ようやく朝夕に涼風を感じ

る季節となりました。皆様にはますますご清祥

のこととお喜び申し上げます。

　4月にリニューアルオープンした「クラブハウ

ス」はいかがでしょうか。私は、オープン翌日の

土曜日に会社のコンペで利用いたしました。改

装されたレストランやコンペルーム、バス、トイ

レなど、いずれも機能性・利便性が向上してお

り、伝統ある甲賀カントリーに相応しい装いに

なった、と思う次第です。

　さて、私は3年ほど前まで年間35ラウンド前

後プレーをしていました。お取引先や各団体と

のコンペが多く、酷寒、酷暑の時期は避けるた

め、シーズンには、ほぼ毎週ゴルフの日々が続

きました。しかし、近年は数々の公職を仰せつ

かり、残念なことに今ではその半分程度しか行

けていません。

　「18ホール、完走が目標でスコアは二の次

です」と言ってはいるものの、いざティーグラウ

ンドに立つと、１打でも良いスコアでまわりたい

もの。クラブを持つ手にも自然と力が入り、スコ

アを崩すことしきりです。

　また、年齢とともに、こまめにスコアを記録・

保管することが面倒になってきます。便利な機

器は使わなくては、と最近になってスマートフォ

ンのアプリを活用するようになりました。

　ラウンドの記録はもちろん、ベストスコア、平

均スコア、ロング・ミドル・ショート各ホールの平

均ストローク、パーオン率、ボギーオン率などが

示されます。

　もう一つ、ウエアラブルのウォッチでセカンド

地点からピンまでの距離が測定できるアプリ

があります。一応ダウンロードしてありますが、

こちらはまだ使用していません。キャディさんに

「私が信用できないのですか」と叱られそうな

ので・・・。

　いよいよ本格的なシーズンに入ります。澄み

渡る甲賀の空の下で、楽しいゴルフライフをお過

ごしいただきますよう、心より祈念しております。

大道 良夫
キャプテン
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ごあいさつ
Greeting

𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
代表取締役会長

　今夏は、連日の猛暑日により、大変厳しい

天候となりました。こうした暑さにもかかわらず、

甲賀カントリー倶楽部へは、例年を上回る多く

のメンバーの皆さんにご来場いただき、元気に

プレーしていただきました。今年88歳の米寿を

迎えられました株式会社ナカザワの中澤会長

様をはじめ、ご高齢のメンバーの方 も々暑さに

負けず、連日プレーを楽しんでいただいたと聞

いております。

　来年、当クラブは開場50年の節目の年とな

ります。ゴルフを生涯スポーツとして心から愛す

る多くのメンバーの皆さんが、ゴルフ場を取り

巻く環境変化の中で、半世紀にわたって、あた

たかく見守り、ご愛顧、ご支援いただいたおか

げで、今日の甲賀カントリー倶楽部があると思

います。改めて心より感謝申し上げます。

　50周年記念事業として、今年4月にクラブハ

ウスをリニューアルオープンいたしました事に

加え、来年は「京都・滋賀オープン決勝ラウン

ド」、「関西ミッドシニア決勝競技」等の大きな

公式戦の開催を予定しております。しかし最も

大切なことは、今日まで、ご支援いただき、育て

ていただいた多くのメンバーの皆さんのご要望

に沿って、コースの整備を図り、さらにご満足い

ただけるサービスの向上に努めることです。そし

て、甲賀CCのメンバーであることに誇りを持っ

ていただけるゴルフ場をめざし頑張ることに尽

きると思っております。

　来年はオリンピックイヤーでもあります。南米

大陸で初となるリオデジャネイロ五輪では、ゴ

ルフが112年ぶりに正式種目として採用されま

す。ぜひ、日本人選手の活躍により、ゴルフ人気

がさらに沸騰することを期待したいものです。

　今後も新しい環境変化に対応し、益々の発

展を期して、頑張る所存です。今後とも、メン

バーの皆さんの変わらぬご支援、ご指導を心よ

りお願いいたします。
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役員・委員変更のお知らせ
From Committee

役員
理事長 南　啓次郎
キャプテン 大道　良夫

理事
奥村　展三 吉武　昭隆 大岡　通男
北村　良藏 白井　治夫 南　新介

監事 青木　善政
委員会

競技委員会

委員長 大岡　通男

委員

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

ハンディキャップ委員会
委員長 上田　勝
委員 教野　勇 髙木　敏 丹羽　逸男

グリーン委員会
委員長 青木　善政
委員 松井　成一 田村　義教 諸頭　一

エチケット委員会
委員長 園田　重和
委員 井口　武男 田中　道啓 池内　要一

キャディ委員会
委員長 今井　紘一
委員 松田　忠男 上西　宗市 田上　知

ハウス委員会
委員長 白井　治夫
委員 浅井　勉 山口　悌市朗 甲斐　誠一

レディース委員会
委員長

委員
園田　栄子 高間　輝子 木村　八重子
辻　博子 平馬　妙子

　　       …新役員・新委員

　本年 5 月19 日の理事会にて役員改選が行なわれ、次の方々が新年度の役員・委員と決定いたし
ましたのでご報告いたします。女性のご意見をもっとクラブ運営に反映できるよう、レディース委員会
に新たに 3 名の委員を選出させていただきました。

木村征夫氏、中山尚男氏は勇退されました。長年のご尽力に感謝申し上げます。
＜敬称略＞



コンペルーム
［大］
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倉庫

倉庫
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シャワー

女子ロッカー室
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マスター室

事務室

玄　関

倉庫

吹抜

2階へ

男子メンバー
ロッカー室

男子ロッカー室

ショップ
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ホール
バッグ
クローク

1F

2F
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クラブハウスの全面改装が完了いたしました！
 About the Club House

フロント

モダンで落ち着きのあ
る内装に統一しました。

クラブハウス屋上に太陽光発電を導入しました。自
然エネルギーの活用をゴルフ場の経営面にも反映
させながら、一層の省エネ、環境負荷の低減に取り
組んでいます。クラブハウ
ス１階の、貴重品ロッカー
の上部のモニターに、リア
ルタイムの発電量を表示
しております。

大きい窓を配した明るい雰囲気のコンペルー
ムをご用意しています。

レストランでは楽しい食事のひとときをお過ごしいた
だくために広 と々した癒しの空間を演出しています。

浴室の洗い場に仕切りを設け
パーソナルスペースを確保し
ました。

男子脱衣室

ロッカールームは従来より通路幅を広くし、
ゆったりとお使いいただけるようになりました。

女性のための半個室型のパウダールームを完備しました。

ラウンド後の語らいの場としてラウンジスペース
を1階にも設けました。

お手洗い

　昨年 11月から今年の 4 月にかけて行な
いましたクラブハウスの全面改装が無事完
了いたしましたので、新しく生まれ変わった
フロアの一部をご紹介いたします。スタッフ
一同気持ちもフレッシュに、より一層質の
高いサービスをご提供してまいります。今後
ともよろしくお願いいたします。
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支配人

　会員の皆様には平素より甲賀カントリー倶楽

部にご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

　クラブハウスの改装工事も無事に終了し、新

しくなったクラブハウスでの営業が始まってお

ります。工事期間中には大変ご不便をお掛け

いたしましたことをお詫び申し上げますとともに、

皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして

当初の計画通り完了することができましたこと、

心より感謝申し上げます。

　今後は生まれ変わったクラブハウスに負けな

いよう、コース整備や、接客サービスの向上に

も努めてまいりますので、引き続きご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

　また、グループ内の人事異動により、経験豊

富なスタッフが戻ってまいりました。副支配人

の濱路は、ミナミ草津ゴルフガーデン、甲南パー

キングエリアの支配人を歴任し7年振りに、レ

ストランの尾崎料理長は、土山サービスエリア、

養老サービスエリアのレストランを経て、一昨

年には調理師として厚生労働大臣賞を受賞し、

5年振りに甲賀カントリー倶楽部に配属となり

ました。さらに南グループのレストラン事業部を

統轄する辻が、レストラン支配人に就任いたし

ました。今後より充実した倶楽部運営を目指す

にあたって、これまでの経験を活かして活躍し

てくれることと心強く感じています。経験のある

スタッフが戻ったからといって決して過去にとら

われることなく、新しい風を吹き込み、成長し

ていく甲賀カントリー倶楽部をお見せできれば

と思っております。

　最後に、右記のとおり引き続き会員募集を行

なっております。お知り合いの方々のご紹介を

よろしくお願いいたします。

桂　直史

会員募 集 要 項
甲賀カントリー倶楽部

終身会員
預託金不要で気軽にご入会していただけます。
※譲渡、休会はできません。
※預託金は不要のため退会時の返金はございません。

週日会員
日曜・祝日を除く週日（月曜日〜土曜日）をメンバー料金で
プレーしていただけます。

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。
※登録料：300,000円（消費税別）

法人社員会員制度
新たに法人社員会員が登録できるようになりました。
正会員と同条件でプレーしていただけます。

姉妹コースのご利用
阿南カントリークラブ（徳島県阿南市）および
恵那峡カントリークラブ（岐阜県恵那市）にてメンバー料金でプレーして
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 ○

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 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

※2 法人社員会員 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

（親族会員・社員会員）

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。

入会時必要書類

・入会申込書
・約定書
・名義書換申請書
・顔写真（3㎝×3㎝） 3枚
・印鑑証明 1通

・住民票 1通
・年会費自動振替依頼書
・登記簿謄本（法人会員の場合）
・覚書（分割支払制度ご利用の場合）

※登録料：300,000円（消費税別）

7

ごあいさつ
Greeting
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公式競技　結果報告

　お蔭様で初めて公式競技で優勝させてい

ただくことができました。ゴルフで国体選手に

選抜された中3の娘がめきめきと腕を上げて

いますので、負けないように一生懸命に練習し

た結果だと思います。今は腰痛を患ってしまい

一時的にゴルフを離れた生活となっておりま

すが、一日も早く回復させ、また楽しいゴルフ

がしたいと思います。今後ともどうぞよろしくお

願い致します。

　スクラッチ競技は3回目の優勝をさせてい

ただくことができました。私は本当にゴルフが

好きで、毎日、ミナミ草津ゴルフガーデンで練

習している成果が出たのだと思います。ミナミ

草津ゴルフガーデンと甲賀カントリー倶楽部の

スタッフの皆さまにはいつも感謝しております。

今後共、ご指導くださいますよう、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

川中 邦年 作田 勝弘

スクラッチ競技
一般の部

スクラッチ競技
シニアの部

優 勝 優 勝

Official game

競技結果 競技結果

　甲賀カントリー倶楽部には、2012年12月、

親族会員制度を利用して入会をさせていただ

きました。今回初めて公式競技に出場させて

いただいたのですが、幸運にも初出場で優勝

させていただくことができました。競技を支え

てくださった委員やスタッフの皆樣、ありがとう

ございました。これからも甲賀CCの会員の一

員として、充実したクラブライフを送らせてい

ただきたいと思いますので、ご指導くださいま

すようよろしくお願い致します。

中川 宏能

理事長杯

優 勝

各種競技結果競技結果

新年杯
2015/1/2

初夢杯
2015/1/4

春分の日杯
2015/3/21

年齢別競技
2015/7/20

小野 俊朗 中野 惠造

立入 一男 白井 好夫

優勝 優勝

優勝 優勝

＜敬称略＞

シニアの部（～ S.16）壮年の部（S.17 ～ S.23）合同

A クラス BC クラス

青年の部（S.24 ～）

クローズ

クローズ

rank name out in gross total

優勝 川中 邦年
39 38 77 191
36 38 74
40 40

準優勝 小島 康弘
38 38 76 192
36 40 76
40 40

3 位 村松 和彦
41 41 82 194
36 39 75
37 37

rank name out in gross total

優勝 作田 勝弘
39 40 79 201
44 38 82
40 40

準優勝 神戸　優
43 40 83 202
43 37 80
39 39

3 位 田上　知
42 39 81 203
40 42 82
40 40

A クラス
（優勝）

B クラス
（優勝）

C クラス
（優勝）

1 月 小林 正明 室田 孝学 千代　誠

2 月 馬籠 昭典 林　敏行 杉原 泰三

3 月 馬籠 昭典 守屋 憲人 寺田 清作

4 月 齊藤 孝志 室田 孝学 田中 三津夫

5 月 北川 明広 進士 晴高 高橋 邦嘉

6 月 川中 俊果 田原　博 宮嶋 信之

7 月 谷口 正士 山川 和彦 杉原 泰三

シニアクラス
（優勝）

グランドシニア
クラス（優勝）

1 月 神田 時養 津田 與一

2 月 神田 眞澄 森田 正志

3 月 小林 正明 守屋 憲人

4 月 宮嶋 信之 中野 惠造

5 月 中嶋　進 馬場 健三

6 月 中尾　久 髙木　敏

7 月 平山 哲男 有田 正義

rank name out in gross hdcp net total

優勝 中川 宏能
42 42 84 12 72 176
39 41 80 12 68
42 42 6 36

準優勝 宮嶋 真也
39 39 78 11 67 177.5
43 42 85 11 74
42 42 5.5 36.5

3 位 浜崎 大祐
39 38 77 8 69 180
41 39 80 8 72
43 43 4 39

月例杯
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甲賀カントリー倶楽部
副支配人

濱路　勉

　ミナミ草津ゴルフガーデンで
4年間、甲南パーキングエリアで
3年間、支配人として勤務し、7
年振りに甲賀CCに復帰しまし
た。これまでの経験を活かし、
来年の開場50周年を皆さまの
笑顔と共に迎えられるよう努力
して参ります。

　今シーズンは、かねてからの左ヒジの負傷に

より、今年2月に手術を受け、退院後も週1回の

通院を重ねながら治療に専念して参りました

ので、現在のところ全く試合には出場できてお

りません。会員の皆さまにはいつも温かいお声

がけをいただきまして、誠にありがとうございま

す。また、ご心配をお掛けしておりまして、大変

申し訳有りません。

　おかげさまで、長かった治療生活からようや

く脱出できます。9月の全日空オープンより、復

帰することが決まりました。5試合で60万円程

の賞金を獲得すると、来シーズンの準シード権

を確保できます。生涯獲得賞金が25位以内の

プレーヤーに与えられる資格もありますので、

万一怪我の再発があっても、来年のシード権

は確保することができますが、最良のコンディ

ションで試合に臨み、上位を目指して戦ってま

いります。ぜひ会員の皆さまには改めて応援し

てくださいますよう、お願い致します。皆さまの

声援が力になります。

　来年は甲賀カントリー倶楽部の開場50周年

を迎えます。記念すべき年に、花を添えること

ができるよう、今シーズンの後半戦と、シーズ

ンオフを万全の状態で過ごして行きたいと思

います。

　また、年末には恒例のチャリティイベントを

開催する予定となっておりますので、多数のご

参加により、皆さまとお会いできることを楽しみ

にしております。今後共、引き続きご声援くださ

いますよう、どうぞよろしくお願い致します。

平塚哲二プロからのメッセージ
A Message from Tetsuji Hiratsuka

インタークラブ競技・滋賀東地区予選
村松和彦氏がベストグロス！ 甲賀CCは予選 4 位。

幸　英明
橋本 貞男

＜順不同＞

＜敬称略＞

村松 和彦
小島 康弘 神戸　優

木ノ下誠司

甲賀 CC 代表選手

競技結果

トータル 387 ストローク 第 4 位
（参加クラブ　東地区 11クラブ中）

ベストグロス : 村松和彦

　8月21日、名神竜王カントリー倶楽部にて滋
賀東地区予選が行なわれました。甲賀CCは、
11チーム中4位と健闘いたしました。ご声援あ
りがとうございました。1位滋賀ゴルフクラブと
2位大甲賀カントリークラブが決勝競技へ進
みます。

新任職員のご紹介
 New Staff

甲賀カントリー倶楽部
レストラン支配人

甲賀カントリー倶楽部
レストラン料理長

＜受賞歴・役職＞
◆厚生労働大臣表彰
◆総本部制定名誉司厨士の証
◆総本部制定アカデミー章銀賞
◆内閣府認定公益社団法人 
　全日本司厨士協会 京滋地方滋賀県本部 役員
◆一般社団法人 日本エスコフィエ協会 会員

辻　晋司

尾崎秀人

　5年振りに甲賀CCに復帰しまし
た。メンバー樣への「感謝」の気持
ちを忘れることなく、若いスタッフと
も切磋琢磨しながら、皆さまにご満
足いただけるお食事をご提供でき
るよう努めてまいりますので、どう
ぞよろしくお願い致します。

　7月より赴任させていただきま
した。プレーの合間のひととき
を、和やかに、楽しくお過ごしい
ただけますよう、快適な環境と
サービスのご提供に努めてまい
ります。今後共、ご指導ください
ますよう、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

左ヒジの故障による手術、治療を乗り越え、
９月全日空オープンより、いよいよ試合復帰します！

氏名 OUT IN TOTAL
幸　英明 39 39 78 ◯
村松 和彦 35 36 71 ◯
木ノ下誠司 38 40 78 ◯
小島 康弘 41 37 78 ◯
神戸　優 38 44 82 ◯
橋本 貞男 40 45 85
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甲賀カントリー倶楽部からのお知らせ
Information from Koga Country Club

南グループからのお知らせ
Information from Minami Group

甲賀カントリー倶楽部からのお知らせ

ご来場の際、メンバーカードをご提示いただ
くと、サインレスでスムーズなチェックインが
できます。朝の忙しい時間でもお待たせしま
せん。

売上額の一律 1%をボーナス付与いたします。
（1ポイント1円）ラウンドや商品を購入するた
びにポイントが貯まり、1,000P単位でご利用
いただけます。

チャージ額に応じて、ポイント付与いたしま
す。お財布いらずで楽 ご々精算。チャージは
10,000 円から 5,000 円単位。20,000 円以
上で2％、30,000 円以上 3％、50,000 円以
上で5％のポイント付与となります。

10月1日より「メンバーカード」が新しくなります。

競技入賞者への賞品券をポイントで付与いた
します。プレー代や商品購入時のお支払いに
ご利用いただけます。有効期限は今までより
も長く1年間となります。

チェックインは
サインレス！

ご利用金額に応じて
ポイントが貯まる！

チャージでお得な
ボーナスポイント！ 賞品券もポイントで！

1 2

3 4

従来の「ヤーデージバンクカード」のポイントは引き継ぎができます。詳しくは順次お伝えしてまいります。

南グループの日本観光開発（株）
は、本年6月18日、JR新大阪駅ビル
内に「近江牛」を使用した弁当の持ち
帰り店舗「近江スエヒロ新大阪茶
屋」を開業いたしました。当倶楽部
の料理長である尾崎がメニューの開
発を手掛け、大変好評であったため、
新名神土山SA、名神養老SAに次い
で3店目の出店となりました。お弁当
だけでなく、近江牛100%の牛串焼
きや近江牛コロッケなどサイドメ
ニューやお惣菜も充実。新大阪駅に
お越しの際は、ぜひご利用ください。

南グループの（株）ミナミフードサービスは、本
年5月12日に焼肉店「牛角草津店」を開業いた
しました。南グループのサービス理念「和顔愛
語」「先意承問」の心で、美味しいお肉を手軽に
楽しんでいただけるお店を目指してまいります。

南グループの（株）いずみ21は、この度大阪
の株式会社ダイキより、川西イトマンスイミング
スクール(兵庫県川西市)の営業権を譲り受
け、本年4月1日より運営を開始することとなり
ました。いずみ21にとっては、11番目のイトマン
スイミングスクール提携校の運営となります。

新店舗『近江スエヒロ新大阪茶屋』オープン !

近江スエヒロ新大阪茶屋
大阪市淀川区西中島5丁目16番1号 
JR新大阪駅アルデ新大阪2階 
TEL.06-6390-2105

ミナミフードサービス、
牛角草津店を新規オープン！

川西イトマンスイミングスクールの
運営を開始。

焼肉牛角草津店　営業時間／17：00～24：00
滋賀県草津市東草津1-2-51
TEL .077-569-5090

兵庫県川西市滝山町1番地18号
TEL .072-757-1376


