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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55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。
　昨年はコロナに始まりコロナで終わった１年
となりました。新年早々は中国内で起こった感
染症で、対岸の火事のことと思っておりました
が、２月のクルーズ船から国内感染が徐々に広
がりを見せて、３月には東京オリンピックの延
期が発表されました。４月には緊急事態宣言
が発出されて、外出自粛ムードが一気に広がり
ＧＷやお盆にまで影響が及びました。
　当社はゴルフ場だけでなく、高速道路の
サービスエリアや飲食店・スポーツ施設などを
運営しておりますために、今回の事態は経営に
甚大な影響を受けることになりました。７月か

ら消費喚起策として「ＧｏＴｏキャンペーン」が
始まり、徐々に回復の兆しを見せております
が、コロナ前の水準に戻ることなく、依然として
厳しい状況が続いております。
　コロナ禍を機にしてプレイスタイルも大きく
変化しました。スループレイが増加して、コンペ
も表彰式や会食をしない形式となり、この様な
プレイスタイルは今後も続くものと思われま
す。当倶楽部はコロナ禍の厳しい中ではありま
したが、昨年６月にコースナビゲーションシステ
ムを導入し、コース案内を分かり易くして、ラウ
ンドの効率化を図りました。
　本年もまだまだ厳しい状況が続くと思われ
ますが、コロナ禍が起こす様々な変化に機敏
に対応しつつも、伝統と格式を守り、メンバー
皆様が安心してプレイしていただけるゴルフ
場として今後も取組んで参る所存です。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。

  昨年は新型コロナウィルスに明け暮れた年と
なりました。事業や仕事のみならず、日常の暮
らしにも多大な影響を受けられた方も多いと
存じます。本稿を書いている今も、全国7都道
府県で飲食業等に営業自粛や時短が要請さ
れており、なお先行き予断を許しません。お見
舞いを申し上げるとともに、お互いに踏ん張っ
てまいりたいと思います。
　そのような中で昨年は、思うようにゴルフも
楽しめなかったのではないでしょうか。　　
　私も、プレーの回数は少なくなり、スルーで
お願いして風呂・食事は家に帰ってからという
パターンが続きましたが、ようやく、9月と11月
の甲賀のラウンドでは、通常に風呂・着替え、
食事をさせていただくことができました。流行

語大賞にもなった「三密」に、徹底して対策を
講じていただいた甲賀カントリー倶楽部・ス
タッフ皆さんのおかげと感謝しています。早い
時期にワクチンが開発・普及され、感染拡大
が終息することを切に祈る次第です。　
　プロのゴルフツアーは、男女とも約3分の2の
大会が中止となり選手の皆さんのご苦労もい
かばかりかと存じます。そのような中で話題と
なった女子の「黄金世代」「プラチナ世代」の
活躍、学生だらけの表彰式となった男子のダン
ロップフェニックス、着実に力をつけている若
い世代のこれからが期待されます。
　当面はしっかりと対策を講じてゴルフを楽し
みながら、一方で、地道に力を蓄えつつある彼
方此方の若い諸君に目を向けたいと思ってい
ます。
　結びに、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
れるようお祈り申し上げます。
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ごあいさつ

新ポイントカードのご案内 New point card

Greetings

433

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 ○

レディース会員
【新設】 不要 280,000円 280,000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（税別）

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30,000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。

ご紹介キャンペーン実施中 新規会員様をご紹介いただきましたメンバー様には、
ミナミグループGIFT券10,000円プレゼント！

支配人

桂　直史

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は大変お世話になり誠にありがとう
ございました。
　本年も相変わりませずよろしくお願い申し上
げます。
　昨年は、世界的な新型コロナウイルス流行に
より大変な一年となりました。早くワクチンが
開発され、安心して生活できることを願うばか
りです。当倶楽部では、会員様をはじめご来場
いただく皆様と従業員の健康と生命を第一に
考え、徹底した感染防止に努めてまいります。
　昨年は数々の出来事があった1年でした。6
月1日よりカートナビを導入させていただきまし
た。スムーズな進行、残り距離の明確化、スコ
ア入力によりアテストカード記入の簡素化など
を図らせていただきました。また10月には、千
代直人様が【関西ミッドアマチュア選手権競
技決勝】にて見事優勝されました。公式競技

の優勝は甲賀カントリー倶楽部54年の歴史で
初の快挙です。本当におめでとうございます。
　一方悲しい出来事では、これまで大変お世
話になった会員様の突然の訃報のお知らせを
いただきました。本当に寂しい限りです。中で
も開場以来甲賀カントリー倶楽部をこよなく愛
していただき、数々のご功績を残していただい
た監事兼グリーン委員長の青木善政様が6月
にお亡くなりになられました。心よりご冥福を
お祈り申し上げます。
　コースコンディションにおきましては、昨年は
大きな災害もなく、またスタッフ一丸となり管
理してきた結果、現在、最高の状態を維持で
きております。この状態を今年一年キープしつ
つ、あらゆる面で会員様に喜んでいただき、愛
されるゴルフ場を目指してまいりたいと思いま
す。今後ともご指導を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
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2021年度  競技日程
Competition schedule

2021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。

競技名 競技名日程 日程

理事会

競技委員会

ハンディキャップ委員会レディース委員会

・11月 23 日に理事会を開催いたしました。
・南新太郎メモリアル競技も同日に開催いたしました。

・2021 年変更点
  主な、変更点としまして、競技日程、競技規定、その他議題につきま
  して変更を行いました。また、新たにレディース月例杯ができました。
  詳しくは、下記【競技規定の主な変更点】をご確認下さい。

訃　報
甲賀カントリー倶楽部の監事でグリーン委員長の青木善政様、ハンディキャップ委員の髙木 敏様が御逝去されました。
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。

・新 HDCP に基づいた公平な競技が行われるように、
   2021 年 1月付けで全会員のハンディキャップを12 月末
   に見直し実施いたしました。

※ 2020 年新型コロナウイルスの影響により、下記委員会
　は活動自粛いたしました。
    ・グリーン委員会　　・ハウス委員会　
　・エチケット委員会　・キャディ委員会

・会員状況について
   現在 129 名のレディース会員の登録があります。
・2021 年新たにレディース月例開催が決定
   運営は、競技委員会およびレディース委員会が致します。
   レディース委員は、当番制でご協力の要請を致します。
   入賞は 1 位～ 5 位までとします。（月例競技同様）
   優勝者には 2021 年グランドマンスリーの参加資格が与
   えられます。

■ 第 3 条
①競技に参加し得る者は倶楽部のハンディキャップを有する会員に限る。
②倶楽部競技参加の申込みについては予め定められた指定の日より、申込むものとし、上記の申込みのない場合

は当日参加はできない。
③競技参加においてスコア未提出およびＮＲの場合は原則として次倶楽部競技入賞資格はないものとする。
④四大競技については学生の参加は認めない。

■ 第 5 条
①優勝者がタイの場合は、マッチングスコアカード方式により順位を決定する。2 位以下も同じとする。
②シニアクラスは年齢上位とする。
③四大競技以外のクラブ競技において、第 1 打 OB の場合、指定の特設ティーより第 4 打でプレーしなければ

ならない。
■ 第 6 条

①競技参加者の組はコースの先行権を有する。
■ レディース月例杯を開催することとなりました

委員会だより
 From committee

競技規定の主な変更点

その他の変更点につきましては、競技規定をご確認下さい。

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27HSP（HDCP12迄）
キャプテンス杯決勝27HSP
月例杯　A

開場55周年記念競技
開場55周年記念競技
月例杯　A
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
レディース月例杯

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

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

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	 1日（日）
	 	 8日（日）
	 	22日（日）
	 	29日（日）

	
	９月	 4日（土）
	 	 5日（日）
	 	12日（日）
	 	19日（日）
	 	23日（木）
	 	24日（金）
	 	26日（日）
	 	30日（木）
	
	10月	 3日（日）

	 	 7日（木）
	 	10日（日）

	 	14日（木）
	 	17日（日）

	 	24日（日）
	

	11月			7日（日）
	 	14日（日）
	 	21日（日）
	 	23日（火）
	 	25日（木）

	12月	 5日（日）
	 	12日（日）
	 	19日（日）
	 	26日（日）

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
レディース月例杯
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
競技委員長杯（5本競技）
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
レディース月例杯
理事長杯予選27HSP（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
大岡競技委員長メモリアル競技　A・B・C

月例杯　A
七夕杯　A・B・C合同
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
レディース月例杯
年齢別競技（〜19、20〜26、27〜）

	 1月	 2日（土）
	 	 3日（日）
	 	10日（日）
	 	17日（日）
	 	24日（日）
	
		２月	 7日（日）
	 	14日（日）
	 	21日（日）
	
	 3月	 7日（日）
	 	14日（日）
	 	20日（土）
	 	21日（日）
	 	25日（木）
	 	28日（日）
	

	４月	 4日（日）

	 	 7日（水）
	 	11日（日）
	 	18日（日）
	 	23日（金）
	 	25日（日）
	 	
	 5月	 2日（日）
	 	 9日（日）
	 	16日（日）
	 	27日（日）
	 	30日（日）
	
	 6月	 6日（日）

	 	13日（日）
	 	20日（日）
	 	28日（月）
	
	７月	 4日（日）
	 	 7日（水）
	 	11日（日）
	 	18日（日）
	 	22日（木）
	 	25日（日）
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公式競技　結果報告
Results of Official game

3月29日日曜日、冷たい雨が降る中のスタート。終始悪コンディションの中、息詰まる接戦が
27ホールまで続いた。そんな中で栄えある優勝を勝ち取られたのは、一般の部・村松和彦様

（2005年に優勝されて15年間で4勝目）。
シニアの部・橋本貞男様は2019年の優勝に続く連覇で4勝目。悪コンディションほど実力が出
たと言える結果となりました。

決勝競技は、北川明広様の予選13位タイからの大逆転勝利でした。
決勝のこの日、すべて30台とハンデキャップ以上のスコアをたたき出されました。

「ダークホースが勝たせてもらってみんなからいじられるがな！！」って嬉しそうでした。

中野寿男様は、ミナミ草津ゴルフガーデンでクラブ工房をされていて、メンバー様のクラブアド
バイスを通してスコアアップをお手伝いされています。クラブ選手権初優勝でもっとアドバイス
を求められるでしょうね！！

橋本貞男様が2年ぶり3度目の優勝を飾られました。橋本様もミナミ草津ゴルフガーデンで熱
心に練習されるメンバー様です。ミナミ草津ゴルフガーデンで練習すれば優勝するという都市
伝説が有るとか無いとか？？

予選競技から決勝へ20名が進まれ予選から3ラウンドの熱い戦いを繰り広げられました。
決勝では残り0.5ラウンドからの逆転優勝でした。
毎日仕事が終わって夕方には、甲賀CCの練習場で熱心に練習を積み重ねてこられました。
初優勝おめでとうございます。みんなから優勝ラーメン券を配布してとねだられておられました。

村松 和彦 北川 明広

橋本 貞男

藤井 英次

スクラッチ競技
◆一般の部　
2020.3.29

キャプテンス杯　2020.8.30

クラブ選手権　2020.10.25

シニア選手権　2020.10.25

スクラッチ競技
◆シニアの部　
2020.3.29

理事長杯　2020.6.7

優 勝 優 勝

中野 寿男優 勝

橋本 貞男優 勝

優 勝

優 勝

rank name out in gross HDCP NET total

優勝 北川 明広

45 45 90 11 79 209
39 5.5 33.5
39 37 76 11 65
37 5.5 31.5

準優勝 木田　 勇

46 41 87 11 76 210
37 5.5 31.5
40 38 78 11 67
41 5.5 35.5

3 位 土川 和敞

40 38 78 10 68 216
45 5 40
41 42 83 10 73
40 5 35

rank name out in gross HDCP NET total

優勝 藤井 英次

45 42 87 11 76 224
44 5.5 38.5
44 39 83 11 72
43 5.5 37.5

準優勝 谷口 正士

44 40 84 8 76 225
42 4 38
42 37 79 8 71
44 4 40

3 位 古園 浩一

47 44 91 10 81 227
43 5 38
42 39 81 10 71
42 5 37

スクラッチ競技 一般の部 競技結果

キャプテンス杯  競技結果

スクラッチ競技 シニアの部 競技結果

理事長杯 競技結果

rank name out in gross total

優勝 村松 和彦
43 37 80 195
37 38 75
40 40

準優勝 浅原 克浩
41 39 80 204
40 41 81
43 43

3 位 山本 洋樹
44 39 83 207
41 42 83
41 41

rank name out in gross total

優勝 橋本 貞男
38 38 76 204
44 45 89
39 39

準優勝 神戸　優
40 40 80 207
47 39 86
41 41

3 位 園田 正雄
40 43 83 210
45 38 83
44 44

8 7

1 29H	1up 棄権

6-4

1up

2

4 3

5 6

和田　育郎 川中　邦年

中水　滋己 星山　健二

山本　洋樹 中野　寿男

浅原　克浩 馬籠　昭典3-1

2-1中野　寿男
3-2

8 7

1 19H	1up 2-1

3-2

4-3

2

4 3

5 6

橋本　貞男 小島　康弘

作田　勝弘 神戸　　優

佐藤　  武 山﨑　糸治

山本　幸正 園田　正雄1up

1up橋本　貞男
3-2

〈敬称略〉 〈敬称略〉
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 ■ 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)

1 月 山本 幸正 田上 明宏 山元 良雄 小林 正明 白井 好夫

2 月 宮嶋 哲也 野邉 学 寺田 清作 竹村 眞 塩路 文昭

3 月 中野 寿男 田上 明宏 川那部 邦彦 橋本 鎌一 園田 正雄

4 月 村尾 俊道 下村 昇 滝村 美惠子 山﨑 糸治 園田 正雄

5 月 武村 智司 田上 明宏 滝村 美惠子 山中 茂 平松 善雄

6 月 村松 和彦 内木 守 勝部 寿久 辻 泰好 島田 裕良

7 月 村尾 俊道 山元 茂樹 山口 直紀 桂田 博 内木 守

8 月 宮嶋 哲也 山東 稔 山本 幹也 川口 ますみ 谷口 悦雄

9 月 林 充浩 村井 優子 勝部 寿久 山辺 弥生 山口 幸雄 

10 月 家田 直也 千阪 貞昭 山本 大介 津田 保幸 岸野 文明

11 月 川中 邦年  長谷川 和男 奥村 英一 山元 良雄 島田 裕良

 ■ 各種競技結果

2020新年杯 2020.1.2
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

浅原 克浩 片山 一志 向江 和也  

2020初夢杯																																				2020.1.5
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

今井 善次   能勢 政彦  高島 由希恵 

春分の日杯 2020.3.20
ABC 合同 （優勝）

高島 斉久 

開場54周年記念競技① 2020.9.5
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

平山 哲男 宮嶋 信之 寺山 照行  

開場54周年記念競技②																2020.9.6
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

宇田 稲生 山本 幹也 小野寺 秀史  

秋分の日杯																															2020.9.22
ABC 合同 （優勝）

内木 守

南新太郎メモリアル競技													2020.11.23
ABC 合同 （優勝）

市岡 悟    

朝からの悪コンディションの中、予選競技からの逆転で2度目の優勝をもぎ取ったのが神戸
優様でした。春先までは、手術をされしばらくお顔を見られませんでしたが、練習場では少しづ
つ動かして行くと通い始めておられました。74歳になられ、2016年、2020年と2度目の優勝で
す。いつまでもトップで頑張って下さい。

神戸　優

グランドシニア選手権　2020.10.8

優 勝

新入会員様ご紹介
Introduction of new members

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。

（11月末現在）

rank name out in gross total

優勝 神戸　 優
39 38 77 152
39 36 75

準優勝 白井 好夫
39 36 75 154
42 37 79

3 位 田上　 知
40 38 78 156
39 39 78

恵那峡カントリークラブ

ミナミ草津ゴルフガーデン

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

入場料（一般400円）が300円となります。
＜会員特典＞

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）

姉妹コースご利用特典のご案内
Information on sister course usage benefits

グランド シニア選手権 競技結果

〈敬称略〉

〈敬称略〉

園村　亮太郎
北川　琢也
柴田　正一
山本　大介
大石　耕造
平本　憲市
山脇　良雄
吉井　建
足立　康司
森島　清子

那須野　淨英
青木　善則
森川　侑介
深尾　一広
小栗　章好
梅中　幸治
村井　俊夫
梅田　大介
大八木　淳史
西川　勝之

中川　正和
原　健
福本　和樹
青木　弘和
小川　哲也
木村　美和
前河　一広
小島　功
村井　優子
梅田　小枝

坂口　久美子
木村　文峰
井上　照彦
原　幸子
小島　馨
金山　龍一
藤居　範行
沖中　隆志
岡本　祐樹
小笠原　慎

松原　康之
野邑　勝利
山岡　俊一
大島　浩二
家田　直也
橋本　昌東
神崎　大佑
吉川　幸利
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目土入れ（ディボット）作業

コースの状態は、日々の気候や
環境によって大きく変わっていき
ます。
そこで、毎日コースと向き合い、
整備を続けることがお客様の満
足度につながると考え、日々取
り組んでおります。特に、その週
やその月の天候やコンディション
を見極めた上で適切な整備をす
ることが何より重要です。そのた
め、整備用の機械充実はもちろ
ん、仕上げには人の手で丁寧に
整備をしていきます。そして、お
客様がグリーンに足を踏み入れ
ていただいた際に、コースのコン
ディションを直接感じていただき、
快適に楽しくプレーいただけると
幸いです。これからも従業員一同、
整備メンテナンスに力をいれてい
きます。

【パソコン教室】【ドローン教室】【お花教室】など、
多目的で施設のご利用がございます。
詳しくは、フロントまでお問い合わせ下さい。

雷雨時の避難所の
壁面を改修いたしま
した。
今後も安心安全に
プレーいただけるよ
うに、修繕管理をし
ていきます。

昨年もたくさんの鯉を寄付いただきました。
コースラウンドの際に、池で元気に泳いでいる姿を
ご覧いただけます。寄付いただき、本当にありがと
うございました。

■施設のご利用は、倶楽部会員及び当日ゲストプレーのお客様に限らせていただきます。
■会員様の当日プレー以外での、ご利用時はフロントにてご署名をお願いします。
■ご利用時は、周囲に十分注意して下さい。
　事故、ケガ等について倶楽部では責任を負いかねます。
■ご利用時間は、17:00 迄とさせていただきます。（練習ボール販売機は16:00 終了）

新型コロナ感染対策としまして、受付での消
毒やパーテーション設置、スタッフの検温を
徹底し、皆様に安心安全にプレーいただける
ように取り組んでおります。

快適にプレーいただくためにも、コース整備に使用する機械の充実、
またメンテナンスも定期的に行っております。

カート道の改修工事・カート導入を実施いたしました

整備機械のメンテナンス

コース管理に日々取り組んでいます

吹き流し標識設置

地道に日 コ々ース整備に取り組んでいます

施設の貸し出しもしています新型コロナ対策

クラブ会員様の練習場施設のご利用について

避難所の壁を
改修しました

昨年もたくさんの鯉を
寄付いただきました

フェアウェイのエアレーション（穴あけ）

バンカー整備

貼り替えタイルの搬入

フェアウェイ 着色肥料の散布

練習場へのお車の
乗り入れ禁止
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9 月５～ 6 日の 2 日間、甲賀カント
リー倶楽部「開場 54 周年記念競
技」を開催いたしました。
今年は、バイキングや屋台を食べて
いただけなかったのですが、沢山の
メンバー様にご来場いただけました。
この日は、持ちハンデの 9 ホールの
ハーフ集計となりましたが、飛び賞・
順位賞もあり喜んでいただけました。
今後も末永く、甲賀カントリー倶楽
部を宜しくお願いいたします。

昨年も新聞各紙の記事に取り上げて
いただきました。
今後も皆様にお喜びいただけて、話
題に取り上げられるようなイベントや
コンペを開催してまいります。

新型コロナウイルスの影響もあり、大会の開催が
心配されておりましたが、無事に四大競技を開催
することができました。これも、ご参加いただきま
した皆様、また大会運営にご尽力いただいており
ます競技委員長はじめ、委員の皆様のご協力があ
ってこそと感謝しております。本当にありがとうござ
いました。

開場54周年記念競技開催！四大競技を無事に開催することができました

新聞各紙に取り上げられました

京都の地倶楽部メーカー〝ルーツゴルフ〟が初出店 手の大きさをスキャニングでぴったりの手袋！ 本間の新発売クラブも特価販売！

■スクラッチ競技杯

■キャプテンス杯

■理事長杯

■クラブ選手権・シニア選手権

■グランドシニア選手権
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平塚プロからのメッセージ
 A Message from Tetsuji Hiratsuka 

京都西校

京都西校

平塚哲二 プロデュース 内藤雄士氏 監修×

開校中

ゴルフ上達への近道。
初心者・女性・ジュニア大歓迎！

AM10:00ｰ PM10:00
年中無休（盆・正月除く）入 会 金 無 料

完　全
予約制 〒615-0825 京都市右京区西京極東向河原町 4-5

無料体験レッスン受付中 ☎075-325-0001

最新機器による理論的なレッスン！

アウトライン化

クラブT’sゴルフスクール
京都西校開校中
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。

甲賀カントリー倶楽部からメンバー様が活躍
されています。
2020年度関西ミッドアマチュアゴルフ選手
権 決勝競技で、当メンバーの千代直人様が、
見事に優勝されました。また、タラオカントリ
ークラブで行われた滋賀県アマチュアゴルフ
選手権決勝でも、甲賀より15 名のメンバー
様が挑戦される中、千代様が優勝されました。
本当におめでとうございます。今後も、益々
のご活躍を期待しております。

昨年 4 月から新しく競技委員長杯「5 本
競技」を開催いたしました。写真のカー
トのキャディバッグがガラガラです。
ゴルフ競技の規定では、クラブの保有本
数に制限を設けています。規定がなかっ
た時代は、30 本以上ものクラブでラウン
ドしていた時もあったようですが、現代ゴ
ルフとして競技ゴルフとなった時、18 ホ
ールのホール数や持ち込みクラブの 14
本以内と規定されました。規定の 14 本
も使いこなせず 5 本ぐらいでもスコアは
変わらないかも？といった声から 5 本規
定として競技をしてみたらとの発想から生
まれた倶楽部競技です。
TV で〝スピードゴルフ〟を見た方もいらっしゃると思います。こちらは、クラブの本数制限がなく18 ホール
走り抜いて速さとスコアを競うゴルフですが、クラブ本数を減らさないと速くは走れません。クラブ本数的には、
似た競技となります。
この日、上がってこられたスコアは、月例の 14 本のクラブのラウンドと変わらないスコアになりましたが、きっ
とこの規定の中で上達されていくと思います。

昨年 6 月よりカートナビを導入致しました。攻略ポイントでスコアアップを目指して下さい。コンペの時のリー
ダーズボードでライバルのスコア状況も見られて楽しみが増えました。

甲賀CCのメンバー様が活躍されています カートナビ導入でご好評の声をいただいております

競技委員長杯「5本競技」を開催！
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近江スエヒロ本店近江スエヒロ本店 南産業

GREEN LOFT THE PARK

日本観光開発株式会社

甲賀カントリー倶楽部

甲賀カントリー倶楽部

甲賀カントリー倶楽部

甲賀カントリー倶楽部

スポーツクラブIZUMI21

近江三昧一里山モスバーガー 一号線三雲店 甲南パーキングエリア

近江スエヒロ 京都茶屋

スクールIE

養老パーキングエリア

ミナミフラワーガーデン

南グループインフォメーション

近江スエヒロ本店

近江スエヒロ ダイニング The Beef

ミナミ草津ゴルフガーデン

阿南カントリークラブ

GREEN LOFT THE PARK

ミナミ草津バッティングドーム

天草プリンスホテル

恵那峡カントリークラブ

レ
ス
ト
ラ
ン
＆
フ
ー
ド
事
業

ゴ
ル
フ
場
事
業

グ
リ
ー
ン
＆
フ
ラ
ワ
ー
事
業

不
動
産
管
理
事
業

教
育
事
業

保
険
代
理
店

事
業

ス
ポ
ー
ツ
施
設
事
業

ス
イ
ミ
ン
グ
＆
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
事
業

ホ
テ
ル
事
業

ハ
イ
ウ
ェ
イ
関
連
事
業

滋賀県草津市大路3-1-39　077-562-3651

滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一 1F 
077-547-2415
近江三昧 湖の見えるレストラン
滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学医学部 附属病院D棟6F
077-544-0353

近江スエヒロ本店

The Beef一里山

06-6390-2105

焼肉牛角 草津店
滋賀県草津市東草津1-2-51　077-569-5090

近江スエヒロ新大阪茶屋
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目16番1号アルデ新大阪2階

近江スエヒロ京都茶屋
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町902番地
京都駅前地下街ポルタ 東エリア　075-354-7050

里山

熊本県天草市東町92　0969-22-5136
ホテルボストンプラザ草津 （関連会社）
滋賀県草津市西大路町1-27　077-561-3311

天草プリンスホテル

養老サービスエリア 上り線
岐阜県養老郡養老町橋爪南川原1475（名神高速上り線）
0584-32-3152
甲南パーキングエリア 上り線
滋賀県甲賀市甲南町杉谷2281（新名神高速上り線） 
0748-86-8188
甲南パーキングエリア 下り線
滋賀県甲賀市甲南町杉谷3166-2（新名神高速下り線） 
0748-86-8236

滋賀県甲賀市土山町南土山 新名神高速土山ＳＡ内
0748-66-8056
近江スエヒロ土山茶屋
滋賀県甲賀市土山町南土山 新名神高速土山ＳＡ内
0748-66-8104
恵那峡サービスエリア 上り線
岐阜県恵那市大井町1120（中央道上り線） 0573-26-3131
藤枝パーキングエリア 上り線
静岡県藤枝市中ノ合字衣原616-2-1(新東名高速上り線)
054-638-1255
南産業株式会社 物流センター
滋賀県草津市渋川2-8-1　077-562-0050
株式会社 忍者の里甲南
滋賀県甲賀市甲南町杉谷2281　0748-86-8676
株式会社 藤商
静岡県静岡市清水区山原330-1　054-365-3211

近江スエヒロ ダイニング The Beef

阿南カントリークラブ
徳島県阿南市橘町江ノ浦88　0884-27-1814

岐阜県恵那市長島町中野1269-51　0573-25-5111
まきがねゴルフガーデン
岐阜県恵那市長島町中野1269-51　0573-26-5333
甲賀カントリー倶楽部
滋賀県湖南市三雲3354　0748-72-1221

滋賀県草津市東矢倉3-9-75　077-562-1135
ミナミ草津ゴルフガーデン

恵那峡カントリークラブ

滋賀県草津市東矢倉3-9-75　077-562-2234
ミナミ草津テニスガーデン クレセント
滋賀県草津市東矢倉3-9-75　077-561-4646
野洲川グラウンドゴルフ場 （指定管理）
滋賀県甲賀市水口町水口6377　0748-63-7044

ミナミ草津バッティングドーム

大津イトマンスポーツクラブ
滋賀県大津市打出浜33-11  077-525-7755
堅田イトマンスポーツクラブ
滋賀県大津市真野2-17-1　077-573-2531
草津イトマンフィットネスクラブ
滋賀県草津市西渋川1-9-44　077-564-6031
守山イトマンスイミングスクール
滋賀県守山市吉身6-5-4　077-582-0151
近江八幡イトマンスイミングスクール・健康スタジオLAKES
滋賀県近江八幡市桜宮町206　0748-33-1135
彦根イトマンスイミングスクール
滋賀県彦根市古沢町500　0749-26-1821
八日市イトマンスイミングスクール
滋賀県東近江市八日市東本町7-7　0748-22-8456
甲西イトマンスイミングスクール
滋賀県湖南市平松104　0748-72-2612

ニッコースポーツ
大阪府大阪市平野区平野北2-1-56　06-6794-8787
スポーツクラブ IZUMI21
滋賀県守山市勝部1-1-17 近江鉄道ビル3F　077-581-2800
東近江市湖東プール （指定管理）
滋賀県東近江市池庄町496　0749-45-1213
東近江市能登川プール （公営受託施設）
滋賀県東近江市垣見町50　0748-42-6767

ミナミフラワーガーデン
滋賀県栗東市下戸山648-1　077-553-5242

）社会連関（]店津草[ドッキーオ プッョシーワラフ
滋賀県草津市追分1-3-30(フレンドマート志津東草津店内)
077-569-4970
GREEN LOFT THE PARK
滋賀県草津市北山田町3268番地1
077-584-5310

保険事業部
滋賀県草津市大路3-5-64　077-562-3652

(三雲の郷・平和堂 草津店・ミナミ草津パーキング・その他)
総務部
滋賀県草津市大路3-5-64　077-562-1049

スクールIE 守山北校
滋賀県守山市播磨田町3127 田中ビル3F
077-582-5015
スクールIE 草津西校
滋賀県草津市野村4-10-19　077-565-2712
スクールIE 近江八幡校
滋賀県近江八幡市桜宮町206
0748-31-4415
スクールIE 水口校
滋賀県甲賀市水口町本綾野550-5神開ビル2F
0748-65-4880

川西イトマンスイミングスクール
兵庫県川西市滝山町1-18　072-757-1376

岸和田スポーツクラブ
大阪府岸和田市港緑町3-1 
岸和田カンカンベイサイドモールWEST棟2F
072-493-2222

滝谷イトマンスイミングスクール
大阪府河内長野市木戸2-33-12　0721-54-1858

南グループ系列事業所

※写真は2人前です。

※写真は2人前です。

◆ 特選和牛ロースと国産豚バラしゃぶしゃぶプラン

6,000円［税込］飲み放題付（120分）〈1人前〉
※90分ラストオーダー

◆ 近江牛と鶏モモすき焼きプラン

5,000円［税込］飲み放題付（120分）〈1人前〉
※90分ラストオーダー

近江スエヒロ本店の味を甲賀CCでお楽しみいただけます。

しゃぶしゃぶ・
すき焼きプラン

飲み放題付（120分）

要予約
2日前15時
まで

（10名様以上）

※写真はイメージです。

一人鍋で
提供可能

一人鍋で
提供可能

スエヒロといえば元祖しゃぶしゃぶ。
秘伝の胡麻だれとその味をご堪能いただけます。

スエヒロ秘伝のすき焼きの味を
リーズナブルに召し上がっていただきます。

◆ 近江牛黄金の牛めし

1,080円［税込］
◆ いなり寿司

300円［税込］
◆ ステーキ弁当

1,080円［税込］
◆ 焼鯖寿司

1,728円［税込］

テイクアウトも承ります。
Take Out 事前予約いただきましたらプレイ終了後にお渡しできます。

（数に限りがあります）

要予約

お気軽にスタッフまでおたずねください。

〈3個入〉〈1本（8貫）〉
数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

かにかにコンペ

1月23日（土）
2月20日（土）

かにかにコンペは前半9Hハーフコンペとなります。
（甲賀式Wペリア方式）

使用Tee男子白マーク・女子赤マーク
（70歳以上ゴールドTee使用可）

競技方法

参加費 2,200円
※プレー費別途

参加者全員に賞品進呈！

賞　　品

同封致しました年賀ハガキ
に、甲賀カントリー倶楽部独
自のお年玉プレゼント番号
を記載しています。当選番
号は1月中旬にクラブハウ
ス内とホームページ上で発
表いたしますので、どうぞ
お楽しみに。

賞品の引換は2021年3月31日までフロントにて行っています。
引換の際は、必ず当選ハガキをご持参下さい。※賞品の発送は行っておりませんのでご了承下さい。


