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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７月初旬の大雨とその後の猛暑

に見舞われ、例年以上の厳しい夏となりました。

幸いにも排水土木工事がほぼ完了していたお

かげで、7月の豪雨の中でも土砂崩れ等の被害

等を出すことなく乗り越えることができました。

猛暑の中コース管理が厳しい状況ではあります

が、なんとかベントグリーンを維持することが

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。

　６月２８日に当倶楽部の理事であり競技委

員長を永年お努めいただいた大岡通男会長が

ご逝去されました。当倶楽部の設立当初から

いろいろとご指導いただき、当倶楽部をこよな

く愛していただいておりました。毎年１１月２３

日勤労感謝の日に開催する南新太郎メモリア

ル記念杯は、大岡会長の発案により開催され

た競技であり、今後も４大競技のひとつとして

大切に継続して参りたく思っております。私自身

も南グループに入社して以来、大岡会長にはい

ろいろとご指導賜り、祖父・父・私と３代に渡り

懇意にしていただけた御恩には感謝の言葉も

ございません。突然の訃報に接し驚きと寂しさ

の日々でありますが、いただいたご恩に報いる

べくこれからも精進して参る決意を新たにいた

し、故人のご冥福をお祈り申し上げる次第です。

　５２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。また、ティーグラウ

ンドの修繕と整備にも力を入れて参ります。

　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、伝統と格式をしっかりと

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6月から7月にかけて、身近なところで

大きな災害が相次ぎました。

　大阪北部を震源とした大地震、滋賀県米原

市で発生した竜巻、広島・岡山をはじめ西日本

一帯での豪雨、そして“逆走”した台風12号によ

る暴風雨。

　度重なる災害で亡くなられた方々のご冥福を

お祈り申し上げますとともに、被災された皆さ

まに心よりお見舞いを申し上げ、一日も早く平

常の生活が戻りますことをお祈りいたします。

　さて、今夏は全国各地で異常な高温が続き

ました。熱中症対策として「気温31℃で運動中

止、35℃で屋外での運動禁止」などの注意喚

起が行われ、公式の屋外行事がいくつも中止、

もしくは延期になりました。皆様におかれまして

も、予定されていたゴルフをやむなく自重され

たり、ラウンドの途中で切り上げられた方もい

らっしゃったのではないかと思います。

　かくいう私も、8月13日の盆休みゴルフがそ

うでした。その日は、滋賀県南部の気温が今年

最高の38℃を記録。細心の注意を払いラウン

ドしていたものの、あがり3ホールを残して敢え

無くギブアップ。カートに腰を下ろすと、地面が

グニャリと歪んで見え、“これはヤバイ！”とクー

ラーボックスの保冷剤で即刻うなじを冷やした

次第です。あのままプレイを続けていたら、どう

なっていたことかと、冷や汗をかきました。皆様

もくれぐれもお気をつけください。

　私は、この8月10日で古希を迎えました。こ

れからは「七十而　従心所欲　不踰矩」を目

指し、これまでやり残してきたことを、ハメを外

さない程度に伸び伸びと楽しみたいと思います。

ゴルフもその一つ。この会報誌が皆様のお手元

に届く頃には、爽やかな秋空のもとでゴルフを

楽しんでいることを願っています。

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
取締役会長

　今年の夏は、７月初め、西日本豪雨により広

島、岡山、愛媛等西日本各地に大きな被害をも

たらし、また、多くの犠牲者を出しました。お見

舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興を

願うところです。幸いに、甲賀カントリー倶楽部

では、大々的な排水工事を終えたところで、大

きな被害もなく無事に営業ができました。逆に、

豪雨の後、連日、記録的な猛暑が続き、グリー

ンをはじめ、コース維持管理の厳しさが増して

おります。猛暑にもかかわらず、ご来場いただい

ているメンバーの皆様を励みとして頑張って維

持管理に努めているところです。

　２か月前の日本経済新聞にゴルフ場にとって、

うれしい記事が掲載されていました。国立長寿

医療研究センターが発表した「適度な運動、頭

を使う活動、人との交流」がアルツハイマー型

認知の予防に有効で、ゴルフ教室参加者は単

語記憶能力、理論的記憶能力ともに大幅に向

上したと紹介されています。同研究所の島田

主任研究員は「社交スポーツとしてのゴルフは

認知症予防の条件にぴったりと当てはまる」と

指摘されています。高齢化が進む中、ゴルフが

健康年齢を上げるための最適スポーツとして

さらに評価され、甲賀カントリー倶楽部のコー

スでも、元気にプレーを楽しまれるシニアゴル

ファーがさらに増加することを願っています。

　最後になりましたが、設立以来のメンバーと

して、当倶楽部の発展に愛情を注ぎご尽力い

ただきました大岡通男競技委員長が６月ご逝

去されました。個人的にも33年前、滋賀銀行

甲西支店長としてご縁をいただいて以来、長

年にわたってお世話になりました。あらためて、

ご生前のご功績に感謝し、心より哀悼の意を

表します。
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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（税抜き）

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24,000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

有効期限

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。利用税の減免手続きも不要です。

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！

ポイント・チャージ分は最後のご利用から1年間有効です。期限切れ
カードは失効となります。

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。
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　この夏は本当に厳しい夏となりました。

　6月の大阪府北部地震に始まり、西日本豪

雨、連日の猛暑等々異常気象が重なりまし

た。そして当倶楽部オープン以来長年にわた

り、理事でもあり競技委員長でもありました

大岡通男様が6月28日、ご逝去されました。当

倶楽部の発展に大変ご尽力いただき、私自身

も入社以来38年間、言葉では表現できないほ

どお世話になりました。心よりご冥福をお祈り

申し上げます。

　甲賀カントリー倶楽部では、7月は22日間、

8月は月初より15日間、一滴の雨も降らず、猛

暑続きでコースコンディションの維持には本当

に苦労させられた夏でした。また大雨・猛暑

の影響で例年の8割の来場数となりました。し

かし猛暑の中ご来場いただいた方が熱中症

等で体調を崩されることもなく無事終えられ

たことがせめてもの救いです。

　これからの秋のベストシーズンを迎え、コー

スコンディションの向上、皆様に喜んでいただ

ける昼食メニューの設定、コンペ開催時の賞

品の見直し、また、お客様のご要望に沿った

会食メニューの提供等々、今まで以上に全ス

タッフのクオリティーを高め、お客様に一層喜

んでいただけるよう徹底してまいります。

　今後ともご来場、心よりお待ち申し上げてお

ります。
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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・各委員会より、下記のお知らせ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。

競技委員会
◆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、2018年4月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）

◆距離計の使用について
　今期 4 月1日、関西ゴルフ連盟の主導のもと、距離計の使用が競技においても認められたため、甲賀
CC の競技において、距離計の使用を OKと致しました。（但し、距離を測るのみで高低差が出るものにつ
いては使用できません）

ハンディキャップ委員会
◆HDCP改正

　2017 年 12 月 24 日、2018 年 6 月 28 日に実施されたハンディキャップ委員会にて、基準に基づき公平
公正な HDCP 改正が行われていると認められました。

グリーン委員会
コース管理・大規模な排水土木工事についての報告がありました。（詳細は P10）

10 月1日より、ヤード表示をセンター表示からエッジ表示へ変更し、わかりやすく統一致します。

エチケット委員会・キャディ委員会
　2018 年 2 月16 日、エチケット委員会とキャディ委員会の合同委員会が実施され、「エチケット・マナー
の心得について」と「ゴルフ・ルールの確認について」の話し合いが行われました。

News from governing board and the committee

訃　報
甲賀カントリー倶楽部の理事で競技委員長の大岡通男様が 6 月 28 日に御逝去されました。
今までのご功績に感謝し、心よりご冥福をお祈りいたします。

KOGA COUNTRY CLUB｜2018 SUMMER
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A クラス
（優勝）

B クラス
（優勝）

C クラス
（優勝）

1 月 和田 育郎 田村 晶子 奥村 恭輔

2 月 伊藤 克彦 黄瀬　勉 奥村 恭輔

3 月 土川 和敞 黒田 純司 山本 照樹

4 月 土川 和敞 横山 俊介 中嶋　進

5 月 宇田 稲生 有馬 健雄 細居 昌朋

6 月 中水 滋己 橋本 博久 湯浅　正

シニアクラス
（優勝）

グランドシニア
クラス（優勝）

1 月 田村 晶子 神田 時養

2 月 宮嶋 信之 井上 誠一

3 月 神田 眞澄 神田 時養 

4 月 山﨑 糸治 中川 三夫

5 月 秋丸　惠 山本 和弘

6 月 園田 正雄 山元 長治

月例杯

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

　ツアー復帰を目指し、日々努力を重ねて参ります
ので、これからも応援よろしくお願いします。

●PRGR（プロギア）サイトにて平塚プロ動画掲載中
  https://www.prgr-golf.com/pro/hiratsuka/

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
35 35 70 184
39 36 75
39 39

準優勝 村松 和彦
37 36 73 186
38 37 75
38 38

3 位 山本 洋樹 
40 39 79 200
42 39 81
40 40

スクラッチ競技 シニアの部 競技結果

rank name out in gross total

優勝 園田 正雄 
37 39 76 201
40 44 84
41 41

準優勝 末田 雄士
39 42 81 206
42 44 86
39 39

3 位 山本 幸正
44 40 84 213
42 46 88
41 41

公式競技　結果報告
 「やっとやな！」「苦節十数年！」そんな声で祝福
いただきました。甲賀カントリー倶楽部に入会して
から随分と長い歳月を過ごしてきたと、アテスト後
のクラブハウスでこれまでの道程を思い返していま
した。入会当初、知った人も居らず月例競技に参加
することすら躊躇していましたが今では倶楽部以外
でも挨拶や会話を交わすことのできる知人や友人
が沢山できました。競技を通じてゴルフだけではな
く、仕事や時には人生哲学に及ぶような事を学び
成長させていただいた様に感じています。このよう
な環境をいつも笑顔でご提供いただいております
甲賀カントリー倶楽部スタッフの皆様、素敵なご縁
を頂きましたメンバーの皆様に感謝申し上げます。

理事長杯

　4月1日の予選に続き8日に決勝を開催いたしまし
た。お二人とも優勝されるべき練習を沢山されてこ
られています。練習は、うそをつきませんね！

◆一般の部
　昨年優勝の村松様との一騎打ちとなった決勝
も終始落ち着いたプレーで2打差での2度目の優
勝（一昨年2016）を勝ち得られました。
　「クラブを握らない日はない」という練習量の多
さを結果で証明されました。

◆シニアの部
　決勝では、予選の2位との5打差を守り切っての
初優勝です。
　「冬季フリーパスで寒さに耐え練習に通わせてい
ただいた甲斐がありました」とのこと。
　初優勝本当におめでとうございます。

スクラッチ競技

一般の部

梅田 智之
優 勝

Official game

シニアの部

園田 正雄 
優 勝

馬籠 昭典 
優 勝

＜敬称略＞

各種競技結果

新年杯
2018/1/2

初夢杯
2018/1/7

春分の日杯
ABC合同
2018/3/21

中野 寿男  園田 正雄 内木　守

神之口 薫  黄瀬　勉 石津 徹幸

向井 秀夫  塩谷 和昌 知神 章二

優勝 優勝 優勝

優勝 優勝 準優勝

優勝 優勝 3 位

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

スイング動画

Simin'PRGR平塚哲二

rank name out in gross hdcp net total

優勝 馬籠 昭典 
41 40 81 9 72 182.5
39 41 80 9 71
44 4.5 39.5

準優勝 山本 幸正
42 40 82 8 74 185
43 42 85 8 77
38 4 34

3 位 前田 忠憲 
41 40 81 10 71 186
43 42 85 10 75
45 5 40

KOGA COUNTRY CLUB｜2018 SUMMER
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2018 関西インタークラブ競技 東近畿A地区予選

5連ロータリーモアとバンカーRAKE導入！

より快適・安全にプレーして頂くため、
大規模な排水土木工事を行いました。

【西日本豪雨時の様子】4番ホールTEEグランド芝への新たな試み

8月17日（金）比良ゴルフ倶楽部にて19クラブが
参加し〔2018インタークラブ競技 東近畿A地区
予選〕が開催されました。決勝競技へと進める上
位2チームのイスをかけて、メンバー皆様も力を尽
くされましたが、惜しくも3位という結果に終わりま
した。

4年前の台風18号（50年に一度の大災害と言われる災害）により雨水の流れが変わり、8番のコースの右から
の土石流や、12番の池のオーバーフロー、少しの雨でも7番～6番にかけてコースに流水の被害がでておりま
した。また、9番からの左のU字溝から流れる水が3番に流水するなどしておりましたが、この度の大規模な排
水土木工事により、大雨でもコースに影響が出ることがなくなりました。今後は、快適・安全にプレーしていた
だけると思います。

工事の結果、7月の西日本豪雨でも、土石流や流水の被害を出すことなくコースへの影響を未然に防ぐことが
できました。

インタークラブ出場者
①秋田興造様  ②村松和彦様  
③中野寿男様  ④和田育郎様  
⑤小島康弘様  ⑥橋本貞男様  
⑦山本幸正様  ⑧神戸優様  　 　               

村松和彦様　日本シニアオープン出場
千代直人様　日本アマチュア選手権出場
川中俊果様　日本ジュニア選手権出場

ゴルフだけじゃない！
水泳のジャパンマスターズで活躍
された井上利彦様

全日本の舞台で活躍する甲賀のメンバー様

No.9 沿連絡通路
池浚渫・カゴ枠堰堤・排水管布設

No.7 横連絡通路
側溝布設

5番グリーン奥最終池から3番方面池へ

No.9 沿連絡通路
排水管布設・側溝布設

No.7 横連絡通路
カゴ枠堰堤・排水管布設・集水桝新設

7番TEE近くマス

No.3 TEE前
排水管布設・舗装復旧

No.7 沿連絡通路
カゴ枠堰堤・排水管布設・集水桝新設

12番TEE横池

No.12 TEE横池
護岸化粧ブロック

No.7 TEE横
カゴ枠堰堤・排水管布設

5番グリーン奥最終池

6月

芝生の育ちが悪く、張替ばかりしていました
が、このたび近隣のゴルフ場にはない試みと
して、ロシアサッカーワールドカップでも採用
されたような天然の芝生と人工芝の融合によ
る芝生を張り、新しいTEEグランドとして生ま
れ変わりました。

KCC Information ■ 甲賀カントリー倶楽部からのお知らせ

それぞれフェアウェイとバンカーをきれい
にし、コースコンディションを保つ新型機
を導入致しました。 
50年を超えるゴルフ倶楽部として、歴史に
恥じないコース管理に努めてまいります。

予選結果   ストローク
1位 朽木ゴルフ倶楽部 　　384
2位 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 　　394
3位 甲賀カントリー倶楽部 　　396
4位 大甲賀カントリークラブ 　　397
5位 日野ゴルフ倶楽部 　　399

①
② ③ ④

⑧⑥⑤
⑦

8月1日現在
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