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2016 京都・滋賀オープンゴルフ選手権
決勝大会開催！
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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、例年になくたいへ

ん厳しい夏となりました。暑さのためにコース管

理が思い通りに行かず、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。

　おかげさまで当倶楽部は本年開場50周年

を迎えさせていただくことになりました。これも

ひとえに、メンバー様が長年に渡り支え続けて

くださった賜物と心より感謝申し上げます。誠

にありがとうございます。

　50周年を記念して、６月９・10日とKGU主催

の関西ミッドシニア決勝競技（２日間競技）、8

月3日には京都滋賀オープンの決勝競技、8月5

日には郡市対抗戦である県民体育大会を当倶

楽部で開催していただき、無事に終了すること

ができました。

　特に8月3日の京都滋賀オープンの決勝競技

では、当倶楽部所属の平塚哲二プロをはじめ、

ツアーで活躍するトップクラスのプロが揃い、

予選を突破したアマチュアと合わせて190名の

選手が熱戦を繰り広げてくれました。当倶楽部

50周年の節目を祝う大きな競技会が開催でき

たことをたいへん嬉しく思っております。

　10月25日には関西地域で活躍する女子プロ

と、予選を勝ち抜いたアマチュアの皆様との混

成競技会「平塚カップ」を50周年記念事業と

して開催させていただきます。是非多くのメン

バー様にご参加を賜りたくお願い申し上げます。

　50周年を節目として、これからの60周年・70

周年とメンバーの皆様と共に歩みを進めて行き

たく切に願っております。これからも健全な経

営基盤をしっかりと堅持して、当倶楽部の伝統

と格式を守って行くことに全力を尽くして参り

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

　今年はひときわ厳しい暑さが続きますが、皆

様におかれましては元気にお過ごしのこととお

慶び申し上げます。

　甲賀カントリー倶楽部は、本年10月に開場

50周年を迎えます。8月から始まった、50周年

記念「平塚哲二カップ・プロアマトーナメント」

の予選会には、多数の方にご参加いただいた

と存じております。勝ち抜かれた皆様の決勝ラ

ウンドでのご健闘をお祈りいたします。

　甲賀カントリー倶楽部は、1966年（昭和41

年）8月21日に県下4番目のゴルフ場として仮

オープン。10月16日の正式オープン式典には高

松宮宣仁親王と喜久子妃殿下をお迎えして、競

技と盛大なパーティが行われました。

　振り返りますと1966年は、住民登録による日

本の総人口が1億人を突破し、ビートルズが来

日して日本武道館で公演。歌謡曲では美空ひ

ばりの『悲しい酒』や加山雄三の『君といつま

でも』、書籍では三浦綾子の『氷点』などが人

気になった年です。

　私自身は、当時高校3年の受験生で、NHK

が茶の間を独占した朝ドラ『おはなはん』の

テーマソングを聞きながら、早朝から机に向

かっていたことを思い出します。

　その当時に、来るべき時代を見据えてゴルフ

場建設に注力された現理事長・南啓次郎氏の

祖父、南新太郎様の慧眼と情熱に敬服すると

ともに、その後の50年間にわたり、ゴルフ場の

保全・改善・改良に努めてこられた皆様に改め

て敬意を表する次第です。

　今後、少子・高齢化が進展するなかで、ゴル

フ場の在り方も変化を余儀なくされるものと思

います。しかし環境が変化したとしても、甲賀カ

ントリー倶楽部が、そこに集う人々の交流とコ

ミュニケーション、健康維持、憩いの場として、

老若男女にいつまでも愛され続けていただき

たいと心より期待しています。

大道 良夫
キャプテン
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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

　今夏も、連日の猛暑日にもかかわらず、多くの

メンバーの方にご来場いただきありがとうござ

いました。

　甲賀カントリー倶楽部は、滋賀県4番目の

ゴルフ場として開場し、50年の節目を迎えま

す。昭和41年10月16日、高松宮殿下妃殿下を

お迎えし、華 し々くオープンした時の記念写真

が、ゴルフ場の１階ロビーに掲示されております。

写真には、両殿下を中心に南新助、南新太郎、

南新一３代の南グループ経営者が写っておりま

す。この写真を見るたびに、脈 と々引継がれて

きた南グループの新事業に挑戦する進取の気

概、事業発展へ向けての情熱、堅実経営に徹

する信念が伝わり、それぞれの経営に対する熱

い思いと、歴史の重みを感じ、身が引締まり、そ

の責任の重さを感じます。50年前に比べ、南グ

ループ全体の事業も大幅に増加、発展し、順

調な業績の中で、滋賀県を代表する堅実なゴ

ルフ場として50年を迎えられたことは大きな喜

びです。

　これもひとえに、半世紀にわたり、常にあた

たかく、ご愛顧、ご支援をいただいた多くのメン

バーの皆様のお蔭と心より感謝申し上げます。

　記念事業として、6月、8月にかけ、関西ミッド

シニア、京都滋賀オープン、滋賀県民体育大会

と3つの決勝競技を開催することができました。

いずれの競技も熱戦が繰り広げられ、節目を

迎えるにふさわしい盛り上がりのある記念競技

となりました。

　10月25日には、関西で活躍する女子プロと

アマチュアの皆様とのプロアマ競技「平塚カッ

プ」を開催いたします。多くのメンバーの皆様の

ご参加を期待しております。

　今後も50年の甲賀の良き伝統を守りつつ新

しい環境変化に対応し、更なる「コースの充実」

「サービスの向上」に努め皆様の期待に応えた

いと思います。

　今後とも、メンバー皆様の変わらぬご支援、

ご指導を心からお願いいたします。
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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 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 前野　研吾
中口　輝昭 小島　康弘 村松　和彦
石光　堅太郎

ハンディキャップ委員会
委員長

委員
教野　勇 髙木　敏 丹羽　逸男
田邉　政巳

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 池内　要一 西川　健三郎

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 髙間　輝子 木村　八重子
辻　博子 平馬　妙子

　　       …新役員・新委員

　本年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。本年は新たに 3 名の委員を選出させていただきました。

大西勇氏、山下勝志氏、田中道啓氏は勇退されました。
長年のご尽力に感謝申し上げます。

4

ごあいさつ
Greeting

＜敬称略＞
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　甲賀カントリー倶楽部へは、当時下田で開業医をさ

れていた中村先生が競技委員を勤められていたこと、

また、当時の三雲ドライブインの従業員の皆様や甲賀

カントリー倶楽部の従業員の方 と々のご縁もあり、50

歳のころ入会をいたしました。

　しかし入会当初はまだ仕事も忙しく、なかなかゴル

フをすることは出来ませんでした。昭和63年頃から

徐々にゴルフを始め、シニアの競技にも頻繁に参加す

るようになりました。平成11年に少し体調を崩したの

を機に、ゴルフをして健康管理につとめようと、翌年退

職を決めました。

　それからは、81歳の時にグロス79でまわり、初の

エージシュートを達成。87歳の時には米寿のお祝い

ゴルフコンペを当クラブで開催してもらいました。次は

89歳、卒寿のゴルフコンペが健康でできることを目標

に、現在も週2回以上のラウンドを重ねています。

　健康でゴルフを続けていけるのも、家族や日ごろお

世話になっている皆様のおかげと感謝しております。

これからも甲賀カントリー倶楽部の皆様をはじめ、一

緒にゴルフをする仲間の皆様、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

　私は8月3日で今年満83歳になります。皆様より「元

気だ、元気だ」とよく言われます。既に男性の平均寿

命を超え、毎日を健康に過ごせることは一切衆生のお

陰と心より感謝せずにはおれません。

　既に亡くなられましたが、元京大総長の平澤興先

生は、「人間の平均寿命が延びたことは、医学の進歩

に負うものであるが、命はまだまだ延びることは間違

いないだろう、又俗間では、長生きの秘訣といったこ

とがよく言われるが、これには余り根拠はなく、大方

は価値のないもので、長命の条件は、まず第一には

体質であり、第二には決して無理をしないことであっ

て、個人の経験以上のものではないように思う」と言

われております。

　現代では、医学の進歩と共に、医薬産業の発展も

巨大化され、厄介な病気の早期発見、早期治療が進

められておりますが、医学の常識は年々変わります。

また医薬品や、健康食品なども氾濫しており、「健康

で長生き」が幸な人生であるかの如く思われておりま

す。私は、服用・トレーニングといったことは一切行っ

ておりません。人間は、いずれの行もおよび難き身で

あり、娑婆の縁が尽きればいずれも逝く身なので無

理することもなく、急ぐこともないと思っております。

　今年、甲賀カントリー倶楽部は、創立50周年を迎え

ます。クラブハウスも改修され美しくなりました。心よ

り益々のご発展を願うことです。

　私も健康のためにと考え40歳よりゴルフを始めまし

たが、すっかりゴルフに魅了されてしまいました。健康

なのはゴルフのお陰かも分かりません。無理をせずに

一日一日を過ごしたいものと思っております。ありがと

うございました。

合掌

　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。

　おかげさまで甲賀カントリー倶楽部は本年

10月に開場50周年を迎えます。これもひとえに

会員様をはじめ、多くのお客様のご愛顧、ご支

援の賜物と心より感謝申し上げます。

　8月3日に「京都・滋賀オープンゴルフ選手

権」の決勝大会を開催することができました。

当倶楽部所属の平塚哲二プロをはじめ、数多

くのプロと予選を勝ち上がったアマチュアの選

手が熱戦を繰り広げました。50周年の節目にこ

のような大会を開催できたことは、当倶楽部に

とって大変名誉なことと思っております。

　また、50周年記念行事として、10月25日には

女子プロと予選を突破したアマチュアの選手に

よる「平塚哲二カップ」を開催いたします。多く

のメンバー様のご参加をお待ち申し上げており

ます。

　最後に、下記のとおり会員募集を引き続き

行っております。今後とも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。

支配人

桂　直史
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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 ○

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）…預託金から登録料への充当が可能です。

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。

当倶楽部開場50周年にともない各種会員の募集を行なっております。

会員様からの近況報告  
Messages from members

中澤 幸平 様
1928年（昭和3年）生

教野 勇 様
1933年（昭和8年）生

ごあいさつ
Greeting

お元気で頑張っておられる会員様をご紹介。

（エージシュート25回達成／8月22日現在）

（エージシュート多数達成経験あり）
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公式競技　結果報告

　今回のスクラッチ競技で幸運にも初優勝を

させていただきました。

　これもクラブ会員の皆様やスタッフの皆様

のおかげとお礼を申し上げます。

　今後も、楽しくゴルフを続けられるよう健康

な体づくりに精進したいと思っていますので、

引き続きご指導いただきますようよろしくお願

いいたします。

末田 雄士

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

Official game

　甲賀カントリー倶楽部に入会してから、2回

目に参加した競技で、緊張感のあるゴルフがで

き、スクラッチ競技の優勝を獲ることができま

した。その後も、日々緊張感のあるゴルフを心

がけ、一生懸命にゴルフに取り組んでいき、5月

29日の理事長杯に挑戦致しました。何とか満

足のいくスコアで予選通過でき、決勝27HSP

の末、結果、優勝することが出来ました。

　今後も、益々精進し、キャプテンス杯優勝、

クラブ選手権優勝を目指して頑張っていきたい

とおもいますので、皆様の応援よろしくお願いし

ます。

梅田 智之

理事長杯

優 勝

各種競技結果

新年杯
2016/1/2

初夢杯
2016/1/10

春分の日杯
2016/3/21

年齢別競技
2016/7/18

中川 宏能

橋本 貞男

宮田 亜矢

宇野 嘉隆

馬場 健三

守屋 憲人

山本 照樹

中嶋 忠男

林 弘美 田上 知 澤井 孝治

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝

優勝 優勝 優勝

＜敬称略＞

~19 年生 20 年 ~26 年 27 年 ~

A クラス

A クラス

A クラス

BC クラス

B クラス

B クラス

C クラス

C クラス

スクラッチ競技 一般の部 競技結果

rank name out in gross total

優勝 梅田 智之
36 41 77 188
38 39 77
34 34

準優勝 伊藤 克彦
41 37 76 194
38 39 77
41 41

3 位 伊藤 智史
41 37 78 199
42 40 82
39 39

スクラッチ競技 シニアの部 競技結果

rank name out in gross total

優勝 末田 雄士
40 42 82 199
38 42 80
37 37

準優勝 白井 好夫
38 41 79 204
45 41 86
39 39

3 位 橋本 貞男
39 41 80 205
47 39 86
39 39

理事長杯 競技結果

rank name out in gross hdcp net total

優勝 梅田 智之
39 35 74 4 70 180
44 37 81 4 77
35 35 2 33

準優勝 山本 洋樹
39 41 80 7 73 183.5
40 38 78 7 71
43 43 3.5 39.5

3 位 齋藤 孝志
43 42 85 7 78 184.5
39 40 79 7 72
38 38 3.5 34.5

A クラス
（優勝）

B クラス
（優勝）

C クラス
（優勝）

1 月 竹島 道之 林 敏行 北澤 敏明

2 月 木田 勇 古園 浩一 山本 照樹

3 月 川中 邦年 山本 和弘 寺田 清作

4 月 宇田 稲生 守屋 憲人 橋本 鎌一

5 月 宮嶋 哲也 吉村 宗市 井上 宏美

6 月 平山 哲男 吉村 宗市 田中 憲一

7 月 山本 幸正 上山﨑 充宏 奥村 恭輔

シニアクラス
（優勝）

グランドシニア
クラス（優勝）

1 月 西村 健司 中嶋 忠男

2 月 小林 正明 守屋 憲人

3 月 西村 秀夫 橋本 博久

4 月 赤木 渉 澤田 一矢

5 月 中口 輝昭 橋本 博久

6 月 園田 正雄 橋本 博久

7 月 園田 正雄 村山 恒男

月例杯
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第 69 回 滋賀県民体育大会ゴルフ競技開催

　甲賀カントリー倶楽部の会員の皆様、いつも温かいご声援を賜り
ありがとうございます。昨年は左ヒジの故障による手術を経て9月か
ら復帰を果たしましたが、皆様のご声援にお応えすることができず、
大変申し訳ありませんでした。おかげさまで故障も克服し、今シーズ
ンは完全復活を目指しプレーしております。
　今年6月の国内男子ツアー「ISPSハンダグローバルカップ」では、
前週の背中痛がスタート直前に再発するなど、決して万全ではなかっ
たものの、最終日まで順調にスコアを伸ばすことができ、5位タイと
日本勢で唯一のトップ10に入りました。同時にツアー史上初と言わ
れていた海外勢のトップ10独占も阻止し、復帰してからのベストフィ
ニッシュを飾ることができました。
　今シーズンはシード権の確保が当面の目標ではありますが、甲賀
カントリー倶楽部の開場50周年に花を添えられるよう、より上位を
狙い全力で戦ってまいります。どうか引き続き応援よろしくお願いい
たします。

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

2016 京都・滋賀オープンゴルフ選手権
決勝大会開催
六峯武プロがプレーオフを制して優勝！

2016 年度の優勝は甲賀市

優勝は、奥中貫視様 !

手術からの本格復帰、日本勢で唯一のトップ10に入りました！

　8月3日（水）に「オンリーカップ2016京都・滋賀オープンゴルフ選
手権」の決勝大会が開催されました。
　京都と滋賀3会場の予選を通過された方、前回の大会5位までを
含むアマチュアの方と、当倶楽部所属の平塚哲二プロをはじめとした
プロ選手、合計183名が出場しました。
　天候にも恵まれ、ハイレベルな熱戦が繰り広げられる中、六峯武
プロが6アンダーの66で、並んだ4人によるプレーオフを制しての優
勝となりました。

インタークラブ競技・滋賀東地区予選
　8月19日（金）、センチュリー・シガ・ゴルフクラ
ブにて滋賀東地区予選が行われました。甲賀カン
トリー倶楽部は11チーム中5位という結果でし
た。1位の日野ゴルフ倶楽部が決勝競技へと進み
ます。

　決勝戦最終日は、3サムでのスループレーとなり、前日のスコア70位
タイのカットライン79以下の80名が優勝を目指して望みました。
最後3ホールを残して、1打差に6名の大混戦。プレーオフが予想される
中、混戦を制して優勝を決めたのは、奥中貫視様。
「（これまでの試合では）2位ま
では行くのにタイトルが取れず
にいたが、残りの3ホールを今ま
で以上に丁寧に攻めたのが良
かった」と喜びを語りました。

　8月5日（金）県体ゴルフ競技を開催。県内15地域の市・郡から代表選手111名による熱戦が繰り広げられ
ました。湖南市代表として甲賀CCから出場を果たした谷川洋平様、田尻千尋様の2名も緊張の中、大奮闘。
その他甲賀CCのメンバー様10名が試合に挑まれ、チームを牽引されました。選手の皆様お疲れ様でした。

小島 康弘　橋本 貞男　谷口 正士　山本 幸正
村松 和彦　中水 滋己　川中 邦年　石光 堅太郎

＜順不同／敬称略＞

甲賀 CC 代表選手

優　勝 甲賀市 445
準優勝 栗東市 466
3　位 守山市 466 ※ 6 人目のスコアにより
4　位 近江八幡市 473
5　位 草津市　 474

団体成績（Best 6 total）

男子 1 位　小田原 敏弘 32 35 67
女子 1 位　濱野 朋香 36 38 74 

個人成績

関西ミッドシニア選手権 
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今年10月、甲賀カントリー倶楽部は
おかげさまで開場50周年を迎えます。

●8月21日仮オープン、10月16日正式オープン
　オープン式典には高松宮殿下、妃殿下ご来場

●3周年記念コンペ盛大に開催

●三笠宮殿下ご家族様、松茸狩りにご来場

●甲賀ファミリーランド開園

●阿南カントリークラブ、9ホールがオープン
●同18ホールオープン

●7番ホール右斜面が土砂崩れを起こし、
　5番ホールグリーンまで土石流の被害に

●6番ホール改造
●オフィスコンピュータ導入

●開場20周年、ロッカールーム・浴場を改装
●16番ホール上段ＴＥＥ増設
●甲賀ファミリーランド閉園

●ＫＧＵインタークラブ競技開催

●ベントグリーン新設
●ＫＧＵインタークラブ優勝
●ミナミ草津ゴルフガーデンがオープン
●ＫＧＵインタークラブ優勝
●ＫＧＵインタークラブ2年連続優勝

●12番ホール改造

●関西女子アマチュア選手権予選開催
●ホームページ開設
●ヤーデージバンク・Vクラブ制度導入

●関西ミッドアマチュア選手権予選開催
●関西アマチュア選手権予選開催
●開場40周年

●新名神高速道路開通

●台風18号の被害により12日間クローズ

●クラブハウスリニューアル
●開場50周年
●KGU関西ミッドシニア決勝競技開催
●京都滋賀オープン決勝ラウンド開催
●県民体育大会開催

1966
1969

1971
1973

1978
1979

1980
1983
1984

1986

1987

1990

1995

1996
1997
1998

2000
2001
2002

2005

2006

2008

2013

2015

2016

（'66）ビートルズ来日

（'68）学生運動がピーク・安田講堂事件
（'69）アポロ11号、人類初の月着陸

（'70）大阪万博
（'72）札幌オリンピック・沖縄返還
（'73）巨人Ｖ９達成・オイルショック
（'74）長嶋茂雄選手、現役引退
（'76）ロッキード事件
（'78）青木功、ゴルフ世界マッチ
	 プレー選手権で優勝

（'80）王貞治選手、現役引退

（'81）初のスペースシャトル打ち上げ
（'83）東京ディズニーランド開園

（'85）阪神タイガース日本一

（'87）岡本綾子、全米女子ゴルフ
	 初の外国人賞金王
（'88）ソウルオリンピック
（'89）昭和天皇崩御、昭和から平成へ

（'91）バブル経済崩壊
（'92）バルセロナオリンピック
（'93）皇太子殿下、雅子妃殿下ご結婚

（'95）阪神淡路大震災
	 地下鉄サリン事件
（'96）アトランタオリンピック

（'98）長野オリンピック

（'00）シドニーオリンピック

（'01）アメリカ同時多発テロ事件
（'02）サッカーワールドカップ
	 日本・韓国大会
（'04）アテネオリンピック
（'05）愛・地球博開催

（'06）野球日本代表が世界一に輝く

（'08）北京オリンピック

（'11）東日本大震災
（'12）ロンドンオリンピック

（'14）ソチオリンピック
（'15）ラグビーW杯	日本歴史的勝利
（'16）リオオリンピック

甲賀CCのあゆみ 世の中の主な出来事

○噴水付近

○レストランテラス

○練習グリーン

当倶楽部の50年間の軌跡をご紹介いたします。
1966年開場、今年開場50周年を迎え、さらなる歩みを続けています。

このたび会員様より開場当時の甲賀カントリー倶楽部で撮影された貴重なお写真と、コメントを
お寄せいただきました。今の風景と比較しながら50年の歳月を感じていただければ幸いです。

　開場50周年おめでとうございます。
　私も甲賀カントリー倶楽部と同じく現在50歳です。
　先代が甲賀カントリー倶楽部のオープン当初からの会員でした。今では、
仕事もゴルフも先代から引き継ぎ、現在シングルハンディを目指してプレー
しています。今後とも会員の皆様、関係者の方、スタッフの皆様の益々のご
活躍をご祈念申し上げます。

甲賀カントリー倶楽部とともに50歳を迎えました。

甲賀カントリー倶楽部のあゆみ

開場当時の甲賀カントリー倶楽部

木村 毅 様
1966年（昭和41年）生

2016

1966
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恵那峡カントリー  阿南カントリー  
プレー＆ペア宿泊券

優勝賞品

その他入賞・飛び賞など有り

一般の部（Wぺリア）
平成28年8月29日（月）・9月9日（金）

競技方法 18HSP Wぺリア方式

決勝のTEE（6300Y）にて行う。
・関西ゴルフ連盟に加盟するゴルフ場に所属する
  HDCP15までのプレーヤー
・主催者が推薦するプレーヤー
日本ゴルフ協会規則および特別ローカルルール
を適用
3,000円／定員になり次第受付終了

使用TEE
参加資格

競技規則

参 加 費

スクラッチの部
平成28年8月25日（木）・9月6日（火）

競技方法 18HSP

平成28年10月25日（火）
競技方法：30組　120名／＊各組、女子プロ1名：30名
　                                 ＊アマチュア：90名

【参加プロ】2016ステップアップツアーで活躍する
　　　　   女子プロ30名

【主要プロ】永井奈都、北村響、垣川智会、瀬戸瑞希、
　　　　   島袋美幸、他

甲賀カントリー倶楽部では開場50周年を記念して各種イベントを開催いたします。
メンバーの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

開場50周年記念イベント
新任職員のご紹介

　このたび、高速道路事業部よりレストラン支配人に就任いたしました。
これまで経験してきたことを活かしつつ、ゴルフ場レストラン支配人として、常にお客
様に喜んでいただけるサービスが提供できるよう、精一杯努めて参ります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

濱本 英生
甲賀カントリー倶楽部　レストラン支配人

南グループ 系列施設ご利用特典のご案内

恵那峡カントリークラブ

ミナミ草津ゴルフガーデン

ミナミ草津バッティングドーム
滋賀県草津市東矢倉3丁目9-75
TEL.077-562-2234

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
各ゴルフ場近隣の宿泊情報、観光情報もご案内致しますので、ご遠慮なくお問合せくださいませ !

入場料（通常525円）が無料となります。
会員証または携帯用会員証を受付でご提示ください。

＜会員特典＞
ミナミ草津テニスガーデン クレセント

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
支配人:田口 高男

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

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）

滋賀県草津市東矢倉3丁目9-75
TEL.077-561-4646


