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2017 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。

　今年の夏も猛暑が続き、例年と同様に厳しい

夏となりました。幸いにも8月には夕立が度 あ々

りましたおかげで、昨年よりもコース管理が少

し楽に進めることができております。メンバー

の皆様には暑さ厳しい中でも、当倶楽部へご

来場賜わり応援していただいておりますことを

心より御礼申し上げます。

　昨年は50周年記念として、多くの競技大会を

開催させていただきました。本年も昨年に引続

き、8月9日に京都・滋賀オープンゴルフ選手権

の決勝競技を開催させていただき無事に終了

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、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186名の選手が熱戦を繰り広げてくれま

した。本年は予選と決勝の両方を開催するこ

とができましたことをたいへん嬉しく思っており

ます。また、9月1日にはKGU主催の関西ミッド

アマ予選競技も開催させていただきます。

　51年目を迎えます本年度は、コース整備に力

を入れて参る所存です。特にカート道の改修を

計画的に進めて参ります。そのためにカート料

金を10月から僅かながら値上げさせていただ

きたく、メンバー様のご理解を賜ります様お願

い申し上げます。

　本年度も引き続き、当倶楽部の健全経営を

しっかりと堅持して、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

　毎日、スコールのような雨が降り、まるで熱

帯雨林気候の東南アジアに来たかのような今

年の夏。皆様には健やかにお過ごしのこととお

慶び申し上げます。

　「働き方改革」の恩恵か、今年のお盆は例年

より少し長めの休暇をいただきましたが、体を

動かしたのは1回のゴルフと家庭菜園の草引き

くらい。あとはもっぱらテレビでのスポーツ観戦

と応援で過ごしました。

　世界陸上選手権、高校野球、巨人・阿部選

手の二千本安打達成や山中慎介選手の13回

目の世界タイトル防衛戦など、アスリートたちの

熱い戦いに手に汗を握る毎日でした。なかでも、

全米プロゴルフ選手権での松山プロの活躍に

は、胸が高鳴りました。

　悲願の日本男子初のメジャー制覇を、と最終

日は歴史的瞬間の目撃者となるべく深夜から

テレビ中継にかじりつき、バックナインで単独

首位に立った時には、思わず祝杯をあげました。

しかし、結果は5位。

　翌日の報道では「失速」「悔し涙」の文字が

躍り、様々な見方や感想が伝えられました。し

かし、私はまず、日本人がメジャーで優勝を争

うという、夢のような最終日を見せてくれたこと

に感謝しています。

　松山プロは、前週の「ブリヂストン招待」で

米ツアー通算5勝目を挙げ、年間ポイントランキ

ングと賞金ランキングで首位になるなど、いつメ

ジャーを制しても不思議でない力を備えていま

す。現在25歳の彼には、これから何度でもチャ

ンスが巡ってくるはずです。今回の結果を糧に

して、焦らず、次回に期していただきたいと切に

望む次第です。

　この「熱い夏」にゴルフの楽しみが、また一

つ加わった気がします。いよいよ秋のベストシー

ズン、私たちも大いに楽しみましょう！

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
取締役会長

　今年の夏は、猛暑の中、局地的に記録的な

豪雨に見舞われ、九州をはじめ、全国各地に大

きな被害をもたらしました。当倶楽部は、おか

げさまで、大きな被害もなく、厳しい暑さにもめ

げず、多くのメンバーで賑わいました。ご来場い

ただいた皆様にあらためて厚く御礼を申し上げ

ます。

　甲賀カントリー倶楽部が開場した昭和41

年に日本の人口は１億人を突破しました。その

時の高齢者（65歳）以上の人口は、総人口の

７％でしたが、現在は27％となりました。人口

減少と高齢化が進む中、ゴルフ人口の減少が

進み、将来的にゴルフ場の淘汰も懸念される

ところです。

　そのような環境にあって、長年にわたって、

女子プロ人気を牽引してきた宮里藍プロの引

退発表の一方で、松山英樹プロのメジャーでの

活躍によりゴルフへの関心が高まっております。

3年後の東京オリンピックに向けさらにゴルフ人

気が高まることを期待するところです。

　このような環境変化の中で、今後とも、甲賀

の素晴らしい「自然」よき伝統を守る中で、「女

性」「若者」「シニア」すべての皆さんから支持

され「仲間」「家族」として和やかに、楽しくプ

レーしていただけるゴルフ場を目指し努力いた

します。メンバー皆様のご指導、ご鞭撻をよろ

しくお願いいたします。
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ごあいさつ
Greeting

新ポイントカードのご案内
New point card

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 ○

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。
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　会員の皆様には平素より甲賀カントリー倶楽

部をご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

　本年8月9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。

　6月に当倶楽部を含む3会場で予選会が行

われ、激戦の予選を勝ち上がったアマチュアと、

決勝大会では当倶楽部所属の平塚哲二プロを

はじめ、数多くの男子トッププロのプレーを披

露いただきました。昨年に引き続き、このような

大会を当倶楽部で開催できたことは、大変名

誉なことと思っております。

　また、右記の通り、競技委員会より「倶楽部

競技・使用TEEの変更と追加」・「６大競技の

申し込み方法」の変更、ハンディキャップ委員

会より「新ハンディキャップ」変更を、理事会より

「カートフィー改正」をご案内させて頂いており

ます。ご一読頂ければと思います。

　これからも会員の皆様に心から喜んでいた

だける様、コース・施設の維持管理に力を注ぎ、

より快適なゴルフ場を目指して励んで参ります。

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、何卒宜しくお願い申し上

げます。

5

ごあいさつ
Greeting

支配人

桂　直史

理事会・委員会からのお知らせ

　平素は甲賀カントリー倶楽部の倶楽部競技運営に多大のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。本
年より理事会・競技委員会・ハンディキャップ委員会より、下記の変更がございましたので、ご案内
申し上げます。ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

◆倶楽部競技・使用TEEの変更と追加
　A クラス月例以外の倶楽部競技において、70 歳（当該年度）以上の方はゴールドマークが使用可となっ
ておりますが、本年度より白マークも使用可といたしました。

◆６大競技の申し込み方法について
　従来は往復はがきでのお申し込みになっておりましたが、本年度より競技開催 2 ヶ月前の1日にフロント
カウンターに申し込み用紙を設置いたします。署名もしくはお電話にてお申し込みをお願い申し上げます。

（対象：スクラッチ選手権、理事長杯、キャプテンス杯、倶楽部選手権、シニア選手権、グランドシニア選手権）

◆新ハンディキャップ決定のご案内
　本年 7月1日付にて新ハンディキャップを決
定いたしました。あらゆる競技において、アン
ダーを出され、優勝または入賞されました方は、
その都度ハンディキャップを見直し、改正させ
ていただく場合がございます。本年 8 月より右
記のメンバー様のハンディキャップを改正させ
て頂いております。ご確認を宜しくお願い申し
上げます。

◆カートフィー改正のお知らせ
　コース整備・カート道路の修復と改修の為、カートフィーの改正が理事会にて決定されました。
メンバー様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。（値上げ金額 216 円・10 月1日より改正）

氏名 新 旧
山﨑 糸治 13 14
橋本 博久 16 17
宮口 正利 16 18
内林 久雄 17 21
中野 惠造 19 24

中村 八十二 19 21
市岡　悟 20 23
田中 典夫 21 26
津田 昭憲 21 22
中嶋 進 21 22
井元 明 22 26

吉村 清史 23 25
吉田 武 24 25

木村 庄次 25 26

News from governing board and the committee
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スクラッチ競技 一般の部 競技結果

rank name out in gross total

優勝 村松 和彦
36 39 75 193
37 41 78
40 40

準優勝 伊藤 克彦
38 41 79 197
40 39 79
39 39

3 位 中水 滋己
39 40 79 200
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 神戸　優
44 39 83 196
39 37 76
37 37

準優勝 白井 好夫
43 39 82 205
43 42 85
38 38

3 位 田上　知
44 40 84 207
42 41 83
40 40

公式競技　結果報告

　4月9日（日）に2017年度スクラッチ競技決勝
を開催いたしました。
　予選会は一般の部・シニアの部ともに15名ず
つで争われ、決勝は勝ち抜かれた一般の部6
名・シニアの部8名の総勢14名があいにくの雨模
様の中、1.5ラウンド 27ホールの戦いへスタート
されました。

　一般の部は村松和彦様、シニアの部は神戸優
様が雨の中の激闘を制され、お二人とも3回目の
優勝を飾ることになりました。
　雨の中でも練習を積み重ねてこられたお二人に
勝利の女神がほほ笑んだに違いありません。
　今後の益々のご活躍を期待しております。

　6月4日（日）に42名による予選会競技１.0ラウンド
を勝ち抜かれた総勢26名による理事長杯 決勝競技
1.5ラウンドを開催いたしました。少し肌寒い快晴の
中、前半から抜け出したのは、中野寿男様でした。
　今日の勝因は何が良かったですか？ との問いに
「いつもは、最終のハーフで必ずというほど崩れて
しまっていたのですが、今日は最終も崩れることな
く済みました。当初の戦略通り最終まで37のスコア
を3回重ねられたのが良かった」との声を頂きました。
予選から決勝まで全て30台は中野様だけでした。
決勝に進まれた中での最年少36歳での快挙になり
ます。これが初優
勝とのことで、今後
の益々のご活躍を
期待しております！

神戸　優村松 和彦

理事長杯

シニアの部一般の部

スクラッチ競技

優 勝優 勝

Official game

中野 寿男
優 勝

各種競技結果

新年杯
2017/1/2

初夢杯
2017/1/8

春分の日杯
2017/3/20

年齢別競技
2017/7/17

有田 正義 神之口 薫 木村 登

千代 直人 

土川 和敞

神之口 薫

橋本 博久

中嶋 忠男

中嶋 忠男

門田 晴之 松浦 貞明 大八木 貴之 

優勝 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＞

~22 年生 23 年 ~29 年 30 年 ~

A クラス B クラス C クラス

A クラス

A クラス

B クラス

B クラス

C クラス

C クラス

理事長杯 競技結果

rank name out in gross hdcp net total

優勝 中野 寿男
39 39 78 5 73 176.5
37 37 74 5 69
37 2.5 34.5

準優勝 山本 幸正
44 41 85 9 76 182.5
40 42 82 9 73
38 4.5 33.5

3 位 園田 正雄
44 40 84 10 74 183
38 43 81 10 71
43 5 38

A クラス
（優勝）

B クラス
（優勝）

C クラス
（優勝）

1 月 土川 和敞 武村 知子 中嶋 進

2 月 和田 育郎 進士 晴高 奥村 裕

3 月 安田 義博 森川 恭年 山口 直紀

4 月 古園 浩一 千代 誠 井上 宏美

5 月 山本 新次 横山 俊介 山本 威至

6 月 木島 祐二 上山﨑 充宏 山口 直紀

7 月 中野 寿男 宮口 正利 田中 典夫

シニアクラス
（優勝）

グランドシニア
クラス（優勝）

1 月 津田 孝 髙木 敏

2 月 木俣 幸三 中野 惠造

3 月 土本 忠司 作田 勝弘 

4 月 松原 昭博 田中 重男

5 月 北田 良三 中嶋 忠男

6 月 今西 伸之 北本 晃三

7 月 山﨑 糸治 中野 惠造

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

　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
ましてありがとうございます。
　昨年は怪我からの本格復帰の1年でした。復帰後のベストフィニッ
シュを飾ることができたものの、思うように成績があがらず、最後は
なんとか僅差でシード復帰を飾ることができました。
　シード復帰の本年、前半戦はなかなかコンディションがあがらず、
ご期待にお応えすることができておりません。後半戦も決してあきら
めることなく全力で巻き返しを図る所存です。
　今季もシード権の確保ができるよう、より上位を目指して全力で一
戦一戦を戦ってまいります。会員の皆様には今後とも応援をください
ますよう、どうぞよろしくお願い致します。

2017 京都・滋賀オープンゴルフ選手権
決勝大会開催

　8月9日（水）に京都・滋賀オープンゴルフ選手権の決勝が開催さ
れました。今年は連日台風情報が報道され、前日から土嚢をたくさん
作って崩れそうな場所を補強するなど、台風の影響を受けておりまし
たが、台風が去ってぎりぎりのタイミングで開催することができ、本
当に良かったとスタッフ一同、胸をなでおろしました。
　当日は186名の予選を通過されたプロ、アマの皆様が参加いただ
き、台風一過の晴天の下、熱い戦いが繰り広げられました。
　優勝は伊藤誠道プロが激戦を制し、「恩師の平塚プロのホームで
まさかの優勝できて光栄です」と優勝コメントをいただきました。

2017 愛媛国体 成年男子／
2017 日本スポーツマスターズ県代表選考会を開催！

インタークラブ競技・滋賀東地区予選

　6月2日（金）快晴のなか、「2017愛媛国民体育
大会 成年男子・2017日本スポーツマスターズ県代
表選考会」を開催いたしました。当俱楽部からもこ
の日の選考会に国体：村松様、日本スポーツマス
ターズ：小野様、安田様、小島様の4名が挑まれま
した。
　その結果、9月13日（水）からの日本スポーツマス
ターズ・ゴルフ競技（男子55歳以上）には小島様の
出場が決定いたしました。また、10月4日（水）からの
国民体育大会ゴルフ競技・成年の部には村松様の出
場が決定いたしました。村松様並びに小島様おめで
とうございました。滋賀県代表選手としてご健闘を
お祈りいたします。開催日程は下記の通りになりま
す。皆様、ぜひ熱いご声援の程、宜しくお願い申し上
げます。

　8月18日（金）、オレンジシガカントリークラブにて
12チームによる滋賀東地区予選が行われました。
　1位から3位までのトータルスコア差が1という大
接戦でしたが、当倶楽部の代表選手の活躍により
見事、甲賀カントリー倶楽部が17年ぶり4度目の優

勝を果たすことができました。
　決勝競技は、9月22日（金）大阪ゴルフクラブにて
行われます。滋賀東地区の代表として戦って参りま
す。ぜひご声援の程、宜しくお願い申し上げます。

日程：2017 年 10 月 4 日（水）～ 10 月 6 日（金）
開催場所：愛媛県・愛媛ゴルフ倶楽部

国民体育大会ゴルフ競技・成年の部

プロの部 優勝 伊藤誠道プロ 31 33 64
アマの部 優勝 村田靖司様 37 36 73
シニアの部 優勝 岸本伊和男様 35 39 74

ニアピン賞 上平栄道プロ 91 センチ
ドラコン賞 田中泰芽プロ 348 ヤード

＜敬称略＞

日程：2017 年 9 月13 日（水）～ 9 月15 日（金）
開催場所：兵庫県・廣野ゴルフ倶楽部

日本スポーツマスターズ・ゴルフ競技

1 位   甲賀カントリー倶楽部   384

結果

甲賀カントリー倶楽部が優勝！！

氏名 OUT IN TOTAL
村松 和彦 37 38 75 ◯
中水 滋己 42 42 84 ◯
梅田 智之 36 37 73 ◯
小島 康弘 36 37 73 ◯
山本 幸正 43 45 88
橋本 貞男 40 39 79 ◯


