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ごあいさつ
Greetings

理事長

南 啓次郎 大道 良夫
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。新年を迎えるにあ
たり倶楽部を代表してご挨拶申し上げます。
　おかげさまで甲賀カントリー倶楽部は５３回
目の新春を迎えることができました。これもひ
とえに長年に渡りお支え下さいましたメンバー
様のご厚情の賜物と心より感謝申し上げます。
　昨年は豪雨・台風・猛暑と自然の猛威にさら
される一年となりました。幸いにも大規模な排
水工事を６月に終えていたおかげで、大きな被
害に見舞われることはありませんでしたが、他
コースでは深刻な被害を受けたゴルフ場もいく
つかございました。また昨年夏は猛暑が厳し
く、ベントグリーンの維持管理にたいへん苦労
いたしました。今後もますます厳しい環境に見
舞われると思われます。この様な気候変動に
対応できるコースの修繕と管理をして行くこと

が必要であると思っております。
　本年は５月に年号が変わり、１０月には消費
税の増税、そしていよいよ東京オリンピックを
来年に控え、大きな変革が起こる年となること
でしょう。インバウンド人口の増加等で人の往
来が活発になり、レジャー産業にも良い影響が
来ることを期待しております。合わせてキャッ
シュレス化が益々進み、支払いの方法もどんど
ん変化してゆくことでしょう。これらの変化に機
敏に対応し、好機をしっかりと捉えて業績に繋
げて行けます様に取組んで参る所存です。
　メンバー皆様が安心してプレーいただけま
す様に、倶楽部経営をしっかりと堅持して、伝
統と格式を守り、より高めて行く様全力を尽く
して参る所存です。本年も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
よろしくお願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。
　皆さまには、お健やかに新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
  恒例の「今年の漢字」、2018年は「災」が
選ばれました。昨年は、確かに大雨、猛暑、
台風など自然災害の多い年でした。しかし当
倶楽部は、大きな被害を受けることなく適切
にコースを維持いただきました。これは2013
年の台風被害を教訓として、その後の改修工
事に加え、日々の適切な事前準備・対応の結
果であると、コースを管理いただいている皆さ
んに改めて敬意を表する次第です。
　さて、近頃はさすがに寒い日が続きます。
厳冬期には、指や腰を温めるカイロが手放せ
ませんが、私が若い頃はブランデーを入れた
「ヒップケトル」がその役割を果たしてくれま
した。ティーショットを待つしばしの時間に、
キャップを開けると立ちのぼるブランデーの

豊かなオークの香りを、今でも懐かしく思い
出します。
　昨年末は、２週続けて比較的暖かい日に
プレイができ幸運でした。気温のせいか、そ
れとも心を入れ替えて“ミナミ草津ゴルフガー
デン”に通ったおかげか、自分としては納得で
きるゴルフができました。
　ある大先輩と一緒に回らせていただいた
時、「歳を取るほど熱心に練習せんとあか
ん。今までの惰性で続けていると、どんどん
とひどいゴルフになってくる」とご忠告いただ
き、何年か振りに練習場に足を運んだ成果が
あったようです。今年は、さらに練習に精を出
し、ラウンド回数も増やして、充実した1年に
したいと思います。
　皆さまのご健勝ならびにご多幸、そして、
本年もそれぞれのゴルフライフを満喫されま
すことを心よりお祈り申し上げます。
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𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
取締役会長

　新年明けましておめでとうございます。決
意も新たにご健勝で新春をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
　昨年の夏は、豪雨、台風、地震等の大きな
災害に加え、厳しい猛暑となり、健康面から
もゴルフを控えていただいた方も多く、来場
者の大きな落ち込みが見られました。しか
し、秋には、一転し、晴天のさわやかな気候
が続き、多くのメンバーの皆さんに来場いた
だき、例年以上の賑わいを取り戻すことがで
きました。
　東京オリンピック開催まであと１年７か月と
なりました。ゴルフが正式種目として採用さ
れ、日本人選手の活躍が期待されるうれしい

年ですが、一方で団塊の世代が75歳を迎え
る年でもあり、ゴルフ業を取り巻く環境が一
段と厳しくなるといわれています。今年の５月
には新しい年号となります。新たな気持ちを
もってこうした環境変化に対応し、さらなるプ
レー環境の整備、満足いただけるサービスの
向上に努めていきたいと思います。今年も、引
き続きメンバー皆様の、あたたかいご支援を
お願い申し上げます。
　今年の干支は「亥」ですが、「無病息災」
の意味があるといわれています。メンバーの
皆さんにとって健康で元気にゴルフを楽しん
でいただく１年となることを心よりお祈りいた
しております。

3

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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KCC Information ■ 甲賀カントリー倶楽部からのお知らせ

新規則は、ゴルフゲームをより分かりやすく、簡単にプレーすることができ、これからゴルフを始めるプ
レーヤーにとっても理解ができるよう、現在の規則から大きく変わります。

主な変更は以下のとおりです。

その他、多数変更がございます。ご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
担当：桂・乾

2019年1月1日からルールが変わります

65

支配人

桂　直史

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には日頃から大変お世話にな
り誠にありがとうございます。
　さて、昨年は災害が非常に多い年でした。
地震に始まり集中豪雨、危険な暑さ、そして
台風の上陸による暴風・豪雨と、夏場に集中
いたしましたが、大きな被害もなく何とかコー
スコンディションは維持できました。また、こ
の冬季の間もスタッフ一丸となりコースコン
ディションの維持向上に努めていく所存でご
ざいます。
　今年は、4月には関西オープン選手権の1
次予選会場に決定いたしております。また、
ご高齢のメンバー様、女性のメンバー様に
は、より楽しくプレーしていただけるように、
プラチナTEEの設置を検討いたしておりま

す。今春の実現を目指し競技委員会での議
題にあげさせていただいております。
　そして、今年1月1日より世界的にゴルフルー
ルが大幅に改正されます。新ルールは、ゴル
フゲームをより分かりやすくし、よりプレーの
進行をスムーズにするためのルール改正で
す。その一部を、この会報でご紹介させてい
ただいております。
　長年にわたり、会員の皆様が築いていただ
いた県内随一ともいえるアットホームなゴルフ
場の雰囲気を維持すべく、また皆様が楽しく
プレーしていただけるよう、スタッフ一同、
個々のクオリティーを高めてまいります。
　本年も相変わりませずご愛顧いただけます
ようよろしくお願い申し上げます。

55
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平塚プロからのメッセージ
 A Message from Tetsuji Hiratsuka 

クラブT’sゴルフスクール
京都西校OPEN
ゴルフクラブを握ったことがない初心者からアスリートゴル
ファーの方まで、どなたでも大歓迎！ 少しでも皆様のゴルフ
上達のお手伝いができるよう丁寧にご指導いたします。

87

グリーン委員会
　昨年は災害対策として各コースの大規模な排水工事を実施
いたしました。4番TEEにてサッカーW杯で採用されたような人
工芝と天然芝を融合させた芝の使用を開始いたしました。

ハウス委員会
　接客ルールの徹底によりサービスの向上に努めておりますが、
近年特に必要性を感じております外国人のお客様に対する接
客スキルの充実も踏まえ、さらに快適なゴルフ場を目指してまい
ります。

ハンディキャップ委員会
　昨年6月に委員会にて7月1日付で新HDCPを決定し、8月1
日よりメンバー様のHDCPを改正させていただいております。ま
た、12月末に委員会を開催し、1月1日付で新HDCPを決定し
ております。

エチケット委員会・キャディ委員会
　昨年2月に両委員会合同で研修会を行いました。キャディ委
員会では事例を踏まえた研修を実施し、本年2月の研修でも
キャディさんからの意見を前提に研修を実施することを確認い
たしました。

レディース委員会
　クラブハウスが改修されてから、毎月第二火曜日にレディー
スお茶会スイーツプランが実施されております。昨年の3周年レ
ディースコンペには70名が参加され盛大に開催されました。今
後もより女性が参加しやすいコンペとなることを願っております。
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2019年度  競技日程
Competition schedule

2019年度の競技日程は下記の通りです。
本年も皆様のエントリーをお待ちしております。

委員会だより
 From committee

　昨年9月開催の平成30年度秋の役員委員競技にて、故 大
岡競技委員長の後任に秋田新競技委員長が就任いたしました。
10月の競技委員会にて、本年度の競技日程および競技当番を
決定いたしました。

競技委員会

新年杯　A・B・C
初夢杯　A・B・C
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
春分の日杯　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

スクラッチ競技（一般の部・シニアの部）
予選（HDCP18迄）
スクラッチ競技（一般の部・シニアの部）
決勝27HSP
月例杯　A
月例杯　B・C
役員・委員競技
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
理事長杯予選（HDCP12迄）

理事長杯決勝27HSP
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

七夕杯　A・B・C合同
月例杯　A
年齢別競技　～19、20～26、27～
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

	 1月	 2日（水）
	 	 6日（日）
	 	13日（日）
	 	20日（日）
	 	27日（日）
	
		２月	 3日（日）
	 	10日（日）
	 	17日（日）
	
	 3月	 3日（日）
	 	10日（日）
	 	21日（木）
	 	24日（日）
	
	４月	 7日（日）

	 	14日（日）

	 	21日（日）
	 	26日（金）
	 	28日（日）
	 	
	 5月	 5日（日）
	 	12日（日）
	 	19日（日）
	 	26日（日）
	
	 6月	 2日（日）

	 	 9日（日）
	 	16日（日）
	
	７月	 7日（日）
	 	14日（日）
	 	15日（月）
	 	21日（日）
	 	28日（日）
	

競技名 競技名日程 日程

月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
キャプテンス杯予選（HDCP12迄）
キャプテンス杯決勝27HSP
月例杯　A

月例杯　A
開場53周年記念競技
開場53周年記念競技
月例杯　B・C
秋分の日杯　A・B・C
役員・委員競技
月例杯　シニア・グランドシニア

グランドシニア選手権予選（HDCP25迄）
クラブ選手権予選（HDCP12迄）
シニア選手権予選（HDCP16迄）
グランドシニア選手権決勝
クラブ選手権1・２回戦
シニア選手権1回戦
月例杯　B・C
クラブ選手権準決勝
シニア選手権2回戦
月例杯　シニア・グランドシニア
クラブ選手権決勝
シニア選手権準決勝・決勝
月例杯　A

月例杯　A
月例杯　B・C
南新太郎メモリアル競技　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
ラストコール杯　A・B・C
グランドマンスリー　A・B・C
シニア・グランドシニア
（1月～12月月例杯優勝者）

	８月	 4日（日）
	 	11日（日）
	 	18日（日）
	 	25日（日）

	
	９月	 1日（日）
	 	 7日（土）
	 	 8日（日）
	 	15日（日）
	 	22日（日）
	 	27日（金）
	 	29日（日）
	
	10月	 3日（木）
	 	 6日（日）

	 	10日（木）
	 	13日（日）

	 	20日（日）

	 	27日（日）
	

	11月		10日（日）
	 	17日（日）
	 	23日（土）
	 	24日（日）

	12月	 1日（日）
	 	 8日（日）
	 	15日（日）
	 	22日（日）



KOGA COUNTRY CLUB｜2019 WINTER

109

4-3

公式競技　結果報告
Results of Official game

梅田 智之

クラブ選手権
2018.10.28
優 勝

平成最後のクラブ選手権で3連覇を果たすことが出来ました。2019年こそは、
念願のキャプテンス杯の優勝を達成できる様、練習を重ねる所存です。また、いつ
も一緒に楽しくプレーしてくれる甲賀カントリー倶楽部会員の皆様、我々が快適
にプレーを楽しむことが出来るよう、努力してくださるスタッフの皆様への感謝を
忘れず、日々精進致しますので、皆様応援の程よろしくお願いいたします。

決勝のスタート前「今まで頑張っても２位ばっかりだったが、今日こそは、粘っ
て絶対優勝する！」と決意してプレーに臨んだ結果、逆転で優勝することが出来
ました。今後もこれまで以上に研鑽を積み、努力してまいりますので、皆様よろしく
お願いいたします。

山本 幸正

キャプテンス杯
2018.8.26

念願の初優勝！ 2連覇達成！

3連覇達成！ 2年連続の優勝！

優 勝

16 15

1 5-4

3-2

2UP 4-3

3-2

4-3

5-4

5-3

4-3

2-1

3-2 4-2

2-13-2

2

8 7
9 10
4 3
13 14
5 6
12 11

梅田　智之 中野　寿男

近藤　昌之 吉田　　勉

谷口　正士 小島　康弘

中川　宏能 中水　滋己

浅原　克浩 星山　健二

木田　　勇 前田　忠憲

川中　邦年 山本　洋樹

伊山　昭一 安田　義博

梅田　智之

rank name out in gross HDCP NET total

優勝 山本　幸正
37 41 78 8 70 179
40 40 80 8 72
41 4 37

準優勝 浅原　克浩
35 38 73 5 68 179.5
38 41 79 5 74
40 2.5 37.5

3 位 竹島　道之
36 42 78 7 71 180.5
43 39 82 7 75
38 3.5 34.5

 ■ 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)

7 月 松浦 貞明 黒田 純司 井上 宏美 今川 正和 田中 重男

8 月 津田 保幸 山東 稔 川﨑 重和 石津 徹幸 進士 晴高 

9 月 中水 滋己 中嶋 進 竹口 隆明 高尾 順次 多和田 捨彦

10 月 浅原 克浩 澤本 和雄 木村 庄次 黄瀬 幸枝 津田 昭憲 

11 月 笠島 実俊 中嶋 忠男 中田 博雄 千阪 貞昭 塩路 文昭 

（台風による順延で10月開催） （台風による順延で10月開催）

優 勝

運良く優勝できましたこと、同伴プレーヤーの方々やサポートいただいた倶楽
部関係者の皆様に心より感謝申しあげます。当倶楽部には、80歳を越えても元
気でゴルフをされている方がたくさんおられますので、自分もそれを目標に精進し
たいと思います。

昨年、念願のシニアチャンピオンになる事が出来た喜びがまだ冷めないなか、
２連覇を達成することが出来、大変うれしく思います。これからも若いメンバー様
のお手本となることが出来るよう、日々精進してまいります。どうぞよろしくお願い
致します。

橋本 貞男

シニア選手権
2018.10.28

田上　知

グランドシニア選手権
2018.10.11 
優 勝

8 7

1 5-4 6-5

6-5

2-1

2

4 3

5 6

山本　幸正 白井　好夫

赤木　　涉 田中　哲夫

北中　長夫 橋本　貞男

齊藤　孝志 奥村　善彦7-5

7-5

 ■ 各種競技結果

開場52周年記念競技① 2018.9.1
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

高尾 順次 奥村 恭輔 大八木 貴之  

開場52周年記念競技②												2018.9.2
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

浅原 克浩   辻　泰好  德田 仁美 

秋分の日杯 2018.9.23
ABC 合同 （優勝）

松宮　衛 

南新太郎メモリアル競技 2018.11.23
ABC 合同 （優勝）

大八木 貴之

< 敬称略 >

橋本　貞男

rank name out in gross total

優勝 田上　知 
37 39 76 151
38 37 75

準優勝 加藤　則清
41 40 81 168
45 42 87

3 位 山本　山治
47 41 88 172
44 40 84

5-4
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10月5日（金）に、びわこビジターズビューローが
主催するゴルフをテーマに海外旅行者へ滋賀の
魅力をＰＲするイベントに協力致しました。

訪日された14名と職場体験で来ていた中学生
とが、ハーフラウンドをカートで一緒にまわりなが
ら英語の実体験をされました。

甲賀スタッフも言葉に戸惑いながら精いっぱい
の対応をさせて頂きました。

館内表示や言語対応もこれからの海外のお客
様をスムーズにお迎えできるよう変わって行かない
といけないと思いました。

2018開場52周年競技を開催。
嬉しいサプライズもありました！

9月1日（土）2日（日）と開場記念競技を開催い
たしました。この日、橋本博久様からクィーン・エリ
ザベス２のスクリューより鋳造したゴルフクラブセッ
トを寄贈いただきました。世界で1000セット限定
販売された貴重なクラブセットです。橋本様は、何
とこの日ホールインワンを達成されました。長年ク
ラブを大事にされていたとのことできっと”クラブ
の恩返し”だったのでしょうね。

海外への日本のゴルフ場ＰＲに
協力しました！

1211

新入会員様ご紹介

姉妹コースご利用特典のご案内

Introduction of new members

Information on sister course usage benefits

古閑森　淳様

井上　豊仁様

村田　敏光様

鵜飼　厚徳様

今井　善次様

小林三千代様

寺内　博紀様

杉山　哲也様

村松　隆晴様

井上　　清様

市村　克人様

作田　和寿様

藤岡　真司様

川﨑　康平様

川那辺吉基様

青木　伸二様

岡村　正章様

三上　敏継様

岡田　泰之様

小野山郁夫様

井上　尚子様

安井　　健様

桂　　泰二様

谷　　克久様

深尾　暢夫様

松宮　　衛様

伊藤　侑祐様

上西　智之様

石田　克成様

冨江　義樹様

鵜飼　貞夫様

宿谷　正和様

米田　宗弘様

辻　　宗範様

小西　哲也様

田井　佑介様

粕谷　英司様

関　　勇太様

竹内　淳平様

赤木　信介様

赤木　建太様

北村　尚三様

垣谷　恵司様

塚田　　守様

石川　勝一様

井上　篤人様

澤井　勇介様

道原　良太様

肥田　明久様

金子　　聡様

千阪　貞昭様

山田　正高様

前田　武憲様

淺野　達彦様

淺野　順一様

吉田　真理様

有川　昭博様

横山　卓也様

中西　規泰様

山本　真次様

松田　成生様

竹内　　平様

南　　雄介様

木村　和志様

勝部　寿久様

野島　裕人様

村田　知之様

川那部邦彦様

末永　和子様

新井　雅晶様

島本　光久様

新しく甲賀CCの一員に加わられた皆様をご紹介します。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（2018年１月〜12月まで）
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