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平成

年度通常総会開催

31

23

●会員数

■会員の状況

★今月のトピックス

1・2面＝平成 年度通常総会開催
4面＝ 第 回ゴルフクラブ販売技術者講習会案内
5面＝ データで見るマーケット状況︑リアルマーケットレビュー

から︑毎月開催される広報委

グの概要と注意点﹂

﹁オリンピックマーケティン

開催日 平成 年2月 日

員会において編集作業を行い
適宜掲載した︒

③オフィシャルハンドブック
︵会員名簿︶の発刊

平成 年 月1日現在のオ

場所 東京ビッグサイト会議

棟内605会議室

講師 細倉浩司氏︵ＪＯＣ︶

講習会委員会

日本ゴルフ用品協会

フィシャルハンドブックを発

受講者数

主催

正会員︑賛助会員の数

行し︑会員及び関係団体宛に

① 平成 年4月1日現在の

送付した︒なお︑住所︑ＴＥ

行に対する定款変更承認に関

第6号議案 一般社団法人移

③ 平成 年度に退会された

・賛助会員 2

・正 会 員 8

正会員︑賛助会員の数

平成 年4月1日から平成
年3月 日までの事業報告

日︑大阪市淀川

で説明された要点は以下の通
り︒

６月

年 度 通 常 総 会﹂

区のメルパルク大阪で
﹁平成

が行われた︒議長を務め
た馬場宏之会長は︑本年
度 の 協 会 事 業 に つ い て︑

アドレスの確認︑修正も行っ

﹁Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム﹂

・
﹃Ｒ＆Ａフォーラム﹄

開催日 平成 年2月 日

Ｌ︑ホームページ︑Ｅメール
た︒

場所 東京ビッグサイト会議

事業内容の紹介︑業界情報の

講師 キース・ホジキンソン

講習会委員会

主催

棟内605会議室

リンクバナーによる紹介など

氏︵Ｒ＆Ａエキップメントス

Ｊ ＧＧＡニュースの紹介︑

④ホームページの有効活用

のほか︑新着情報はトピック

①第 期ゴルフクラブ販売技

●教育・研究事業

ーブ・オットー氏︵Ｒ＆Ａ研

タンダード委員長︶
︑スティ

日本ゴルフ用品協会

スでタイムリーに掲載した︒

正会員︑賛助会員の数
・賛助会員 0

・正 会 員

④ 平成 年3月 日現在の
正会員︑賛助会員の数
・正 会 員 340

クレア・ベイツ氏︵Ｒ＆Ａエ

究・ テ ス ト デ ィ レ ク タ ー︶
︑
員会︶

術者講習会を開催︵講習会委
■主たる事業内容

キップメントスタンダード・

・賛助会員

講習期間 平成 年8月 日

中及びフェア会場内の協会ブ

ンゴルフフェア出展募集期間

認定試験合格者数

受講者数

センター︵千葉県長生郡︶

講習会場 日本エアロビクス

名

平成 年7月8日︑Ｒ＆Ａ

対応︵製造渉外委員会︶

③ゴルフ規則に関する適切な

受講者数

アシスタントディレクター︶

●会員の増強と組織の活性化

ース内において入会勧誘活動

累計合格者数 3525名

6日

︵日︶〜8月 日︵金︶5泊

を行った結果︑正会員8社︑

②セミナーの開催

協会ホームページやジャパ

①会員相互の連携と勧誘活動

トの見直し︑という３つ

賛助会員2社の入会があっ

た︒

開発事業︑③会員メリッ
の要素の見直しを掲げ

た︒しかし︑倒産︑廃業︑閉

・ゴルフ用品セミナー
340社となった︒なお︑賛

名

また︑一般社団法人へ

え︑期末正会員数は 社減の

店などを含め退会が 社を数

助会員数は2社増の 社とな

協会の主催事業及び協力事
業の報告︑各支部の活動報告︑
国内外の情報︑市場データの
紹介︑業界の活性化に向けて

名

の移行について馬場会長
﹁本年は︑一般社団法人

毎月発行︵年間 回︶

②広報紙ＪＧＧＡニュースを

った︒

への移行に対する作業が
発生いたします︒さらな
る皆様方のご支援とご協
力をお願いいたします﹂
なお︑決議事項は︑過

名

・正 会 員 362
・賛助会員

監査報告
する件

② 平成 年度に入会された

年から馬場宏之会長の議事進

︻平成 年度事業報告︼

計画書承認案に関する件

第5号議案 役員退任による

第4号議案 平成 年度収支

補充承認案に関する件

予算書承認案に関する件

報告書承認案に関する件

第1号議案 平成 年度事業
第2号議案 平成 年度決算

︻審議事項︼

進行された︒

第3号議案 平成 年度事業

報告書承認案に関する件及び

当協会は6月 日
︵水︶
︑大阪府大阪市淀川区宮原のメルパルク大阪で﹁平
成 年度通常総会﹂を開催︒同総会では︑平成 年度事業報告及び収支報告︑
平成 年度の事業計画及び収支予算を発表した︒
会員総数340名︵平成 年3月 日現在︶に対し︑出席者 名︑委任状
出席236名︑合計270名の出席︒定款第4章第 条の規定により︑構成
員数の過半数の出席をもって︑同総会の決議事項は全て有効に成立した︒

﹁一致団結して︑業界のさらなる活性化を！ ﹂

24

24

行により︑以下の審議内容で

平成 年度通常総会は︑今

24

37

は︑次のようにコメント︒

①教育研究事業︑②需要

23

17

18

34

半数以上の同意を得て全
て成立した︒

の提言など幅広い情報のなか

71

21

7 月号
JAPAN GOLF GOODS ASSOCIATION
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〒101-0021 東京都千代田区外神
田6 - 11 - 11 神田小林ビル４Ｆ
発行人 馬 場 宏 之
編集人 梅 田 光 人
話（03）3832-8589・FAX
（03）
3832-8594
電

24

62

24

10

からバンクーバーフォーラム

についての9項目のコメント

要請があり︑製造渉外委員会

について意見をまとめ︑ＪＧ

﹁一日の長﹂という言葉があ
りますが︑経験の差がものをい
うのはスポーツの世界でもよく
ある話ですね︒特にゴルフのよ
うなメンタルな競技では︑経験
値が大きなアドバンテージにな
るはず︒
ところが最近では︑若くて経
験の浅い選手が目を見張る活躍
をすることが少なくありませ
ん︒先日行われたサントリーレ
ディスオープンでも︑ 歳のア
マチュア︑キム・ヒョージュ選
手︵韓国︶が︑日本女子ツアー
の最年少優勝と最少スコアとい
う︑記録ずくめの成績で見事な
勝利をあげました︒
プロ競技で活躍する選手の低
年齢化は︑指導技術の発達や英
才教育がその要因として挙げら
れますが︑最も大きいのは︑固
定観念による﹁出来るはずが無
い﹂と決め付ける意識の壁︵メ
ンタルブロック︶が︑低いから
だと思います︒経験を積むこと
で生じる失敗の体験が︑マイナ
スイメージとなって蓄積し︑否
定的な心の壁になるそうです︒
若い彼女たちは︑その壁が大き
くなる前に結果を残せたという
ことではないでしょうか︒
また︑特に韓国人選手躍進の
理由としては︑パイオニア的な
選手の存在も挙げられるでしょ
う︒男子選手では全米プロに勝
ったＹ・Ｅ・ヤン選手︑女子で
はメジャーを5度獲ったパク・
セリ選手らがいます︒彼や彼女
の活躍に影響されて︑
﹁自分に
もできる﹂と思えることこそが︑
後に続く選手たちのメンタルブ
ロックを壊す大きな財産となっ
ているのです︒
今︑世の中を覆っている閉塞
感は︑もしかしたらマイナスイ
メージの集積によるものかもし
れませんね︒社会が失敗を経験
し過ぎた結果︑皆が自信を無く
している︑と言い換えることも
できるでしょう︒われわれも韓
国人選手をみならって︑気持ち
で負けないようにならなければ
⁝⁝︒時には精神論も必要かも
しれません︒
グローブライド 増本嘉伸
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︵関連記事１・２面︶
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発行所 社団法人 日本ゴルフ用品協会

平成 年度事業計画の主な

予算書ともに承認された︒
●需要開発事業

に係わる安全対策の推進

●平成 年定例総会

︻総会・理事会︼

日

︵水︶

③製造渉外委員会ワーキング

②ゴルフ用品セミナーの開催

技術者講習会﹂の開催

⑤関連団体に対する協力事業

ゴルフ大会︶
﹂の開催

リーカップ︵ゴルフ関連企業

④﹁第2回ゴルフインダスト

③﹁ゴルフ祭﹂の開催

所はともに東京ガーデンパレ

平成 年3月 日︵火︶
︑場

日︵水︶
︑第3回 平成

︵水︶
︑第2回 平成 年9月

年6月

ェア2013﹂の開催

各支部において開催する一般
グループ︵ＷＧ︶の活動

ス︒

平成

●会員の増強と組織の活性化

内容は以下の通り︒

開催場所 メルパルク大阪

ゴルファー対象のゴルフコン
④ゴルフ規則に関する適切な

●情報及び資料収集と整備

⑥関連団体に対する協調事業

開催日

高松宮妃癌研究基金︑ＧＴＣ
②﹁2012ＪＧＧＡゴルフ

ペ﹃ゴルフ祭﹄を実施した︒
対応

①﹁第 回ジャパンゴルフフ

に寄付した︒
●教育・研究事業

各会場とも会員各社から提供
⑤﹁製造物責任法︵ＰＬ法︶
﹂

た東日本大震災に対して︑日
本ゴルフ界合同による震災復
団体と他4団体にて発足︒当

興プログラムをゴルフ関連
協会からのチャリティ金は本
年3月末の時点で800万円
を超えた︒
⑤関連団体との協調事業

第1回 平成 年5月 日

された賞品が参加者全員に手

24

渡され大いに盛り上がりをみ

平成 年3月 日に発生し

ティー﹂活動の件

﹁グリーン・ティー・チャリ

④関連団体に対する協力事業

せた︒

ゴルフ市場活性化を目的に

③ゴルフ祭の開催︵支部実行

00円は︑㈳日本ゴルフツア

ティ販売 チャリティ額 万

●理事会

ー機構︵ＪＧＴＯ︶を通じて︑

7500円︵ＮＰＯ法人日本

大試打会﹂の開催

フショーを目指す︒
未来をつくる〟をテーマに2
日︵日︶の3日間︑東京ビッ

過去︑ＪＧＧＡニュースに
ジュニアゴルファー育成協議

①﹁第 期ゴルフクラブ販売

〝みんなの笑顔が︑ゴルフの
012年2月 日︵金︶〜
グサイトにて開催︒3日間の

とチャリティ額は以下の通

おいて模倣品ゴルフクラブに
会︑ＧＴＣへ寄付︶

委員会︶

しての考えをＲ＆Ａに伝え
た︒
製造渉外委員会ミーティン
来場者数は5万1590名を

り︒

ついての被害を紹介してきた
・ＧＴＣチャリティ販売 チ

﹁ゴルフ市場活性化委員会﹂
は当協会︑㈳日本ゴルフ協会︑

年 月 日︵火︶
︑第4回

16

・
﹁Ｒ＆Ａ／Ｊ ＧＧＡクラブ
グ﹂の開催

期間中さまざまなチャリテ

記録︒

した影響など
・入札型チャリティオークシ

妃癌研究基金︑
ＧＴＣへ寄付︶

が︑ここ数年︑被害が増大傾
ャリティ額232万9862

㈳日本ゴルフ場事業協会︑㈳
日本パブリックゴルフ場事業
協会︑㈳全日本ゴルフ練習場
連盟の5つの団体から構成さ
れ︑各団体が連携し︑各団体

24

開催日 平成 年 月 日／
平成 年2月 日

④製造物責任法︵ＰＬ法︶に
ョン︵男子プロ︶ チャリテ

・入札型チャリティオークシ

向にあります︒当協会として
円︵ＧＴＣへ寄付︶

6509円となった︒

の持つ機能を融合させ︑新た
なゴルフ需要創造とゴルフ健

20

議題 規制︵反発︑長さ︑体

係わる製品安全対策の推進
ィ額 万8662円︵高松宮

・ゴルフクラブ及びゴルフク

も︑ユーザー保護や各社のブ

②ゴルフ大試打会の開催︵支

全成長に向けた様々な取り組
みを推進すべく︑
﹁はじめよ
う︑続けよう︑もっとゴルフ
を﹂をスローガンに活動中︒
また︑プロトーナメントに

した︒
︻決算報告︼
平成 年度決算報告書につ
いては別表を参照︒なお︑平
成 年度の事業計画及び収支

19

24

19

ィイベントを実施︒主な内容

・消費生活用製品の製品事

ラブシャフトの統一取扱い説
ョン︵女子プロ︶ チャリテ
へ寄付︶

ランド維持の観点から︑防止
・その他イベントチャリテ

が中心となり︑昨年7月より
部実行委員会︶

ャリティ＆グリーン・ティー・

ため開催を中止した︒試打会

24

25

積︑溝︶において競技に及ぼ

故︑製品苦情情報への対応

明書の周知徹底と有償頒布
ィ額 万9122円︵ＧＴＣ

上日動︶

策として米国と協調し︑ホロ
3円︵ＧＴＣへ寄付︶

ィ チャリティ額 万136

・トーナメントグッズチャリ

グラムシールの導入を決定︒

⑤業界正常化への対応

模倣品対策を実施することに

参加企業を募集︒防止策のシ

米国3社︑他社シール1社を

平成 年度の﹁ガン撲滅チ

ール導入を積極的に推進︒結
果︑現在国内メーカー 社︑

チャリティー2011ＪＧＧ
外のクラブ及びシャフトメー

Ａゴルフ大試打会﹂は︑国内

加えると計 社が模倣品対策
に参画していることになりま
す︒

おけるギャラリーウォーキン
グやジュニア育成活動︑
﹁ゴ

カー参加のもと︑西日本支部
︵吹田市︶
︑中部日本支部︵名

●需要開発事業

①ジャパンゴルフフェア20

ルファーズ・アンケート﹂調

2会場において社会貢献活動

査報告なども例年通りに実施

古屋市︶の2会場で開催した︒
なお︑東日本支部︵仙台︶会

日本のゴルフの活性化を最大

として実施したイベントによ

13

Ａの和訳をもってＪＧＧＡと

19

12の開催︵ゴルフフェア委
員会・実行委員会︶

の目標としつつ︑さらに国際

場は震災直後と震災被災地の

性を追求し︑アジアを代表す

るチャリティ金合計 万74

23

ジャパンゴルフフェアは︑

るインターナショナルなゴル

24

24

47

24

37

17

チャリティ総額は432万

46

11

11

・団体ＰＬ保険契約︵東京海

72

65

23

16

17

24

11

18 23

28

23

24

なりました︒製造渉外委員会

14

24
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西日本支部主管

回 ゴルフ祭﹂開催報告

﹁第 回日本プロゴルフ選手権﹂

ＪＧＧＡのギャラリーサービス

なお︑ 回の記念大会を制

キャスコ㈱︑キャロウェイゴ

大塚製薬㈱︑㈱大橋金属工芸︑
月 日〜 日の4日間︑烏山

る事業協力の一環として︑5

ミズノ︑ヤマト徽章︑ヤマニ︑

ゴルフジャパン︑マスターズ︑

谷口徹選手︒ 日間のトータル

したのは︑
ツアー通算 勝目の

ストンスポーツ︑マグレガー

は︑ドライバー︑アイアンセ

当協会では関連団体に対す

ット︑キャディバッグなど︑

80

当協会が主催し︑西日本支

﹁第
80

部が企画・運営する﹁第 回

和気あいあいの雰囲気のなか︑１６１名が楽しくプレー

44

日︵水︶
︑北六甲カントリー

ゴルフ祭﹂が平成 年6月6
倶楽部︵兵庫県神戸市︶で開
催された︒
参加者は161名︵うち女

加者全員に賞品が贈られた︒

数多くの品々をいただき︑参
ーブライド㈱︑国際興業㈱︑

ルフ㈱︑㈱グランプリ︑グロ

団体として参加︒ギャラリー

ロゴルフ選手権大会﹂に協力

で開催された﹁第 回日本プ

城ＣＣ︵栃木県那須烏山市︶
ヤルコレクション

横浜ゴム︑ヨネックス︑ロイ

難コースで大会初日から首位

スコアは284
︵4アンダー︶
︒

ーポレーション︑竹内商会︑
﹁優勝者当てクイズ﹂をはじ

今年も︑毎年恒例となった

震災復興支援

︑ＨＤＣＰ ・2︑ネット

3位 小西建治さん︵グロス

石ゴルフショップ︑日新ゴル

ルフ㈱︑㈱デサント︑㈱西明

つるや㈱︑テーラーメイドゴ

ティング︑㈱チームヨシムラ︑

㈱ダンロップスポーツマーケ

プ︑㈱ダンロップスポーツ︑

意︒来場者から好評を博した︒

出し物やお買い得品を多数用

品販売ブース﹂として︑掘り

実施︒当協会は︑
﹁ゴルフ用

ョン﹂など様々なイベントを

リー﹂
︑
﹁チャリティオークシ

め︑
﹁チャリティスタンプラ

チャリティー︵ＧＴＣ︶
﹄の立

として︑
﹃グリーン・ティー・

支援チャリティプログラム﹂

﹁日本ゴルフ界合同・震災復興

団体と未加盟の4団体が

ト会議において︑ゴルフ関連

も加盟する日本ゴルフサミッ

ズＧ＆Ｒ︵栃木県宇都宮市︶

ダストリーカップをサンヒル

④2011年 月 日︑イン

寄付︒合わせて参加者よりの

じ︑日本赤十字社に 万円を

当協会から河北新報社を通

■女性の部

フ製作所︑ブリヂストンスポ

﹁今回も当協会々員 社から

部長は︑

当協会西日本支部の白石彰支

プレー終了後の表彰式で︑

アウトすることができた︒

盛況のうち全員無事にホール

の影響もなく︑晴天の下︑シ

当日は︑心配していた台風

位︶で行われた︒

ョットガン方式でスタート︒
︑ＨＤＣＰ ・2︑ネット

優勝 西川夢香さん︵グロス

平成 年4月4日︑当協会

﹁グリーン・ティー・チャリティー ︵ＧＴＣ︶
﹂活動報告

を走る完全優勝を果たした︒

㈲ゴルフ谷川︑㈱さくらゴル

㈱ダンロップゴルフショッ

音順敬称略︶

フ︑シェアウエイジャパン㈱︑
サービス企画の運営協力を行

︑ＨＤＣＰ ・6︑ネット

準優勝 氷野明さん︵グロス

・2︶

トロークプレー︵ダブルペリ

︵計 社

優勝 花崎将寛さん︵グロス
四国ゴルフ用品販売㈱︑㈱ス

︻成績上位者︼
︑ＨＤＣＰ ・8︑ネット
った︒

18

・8︶

ツアー・スポーツ︑マグレガ

ーツ㈱︑㈱プロギア︑㈱プロ

通り︒

出展社・賞品協賛社は以下の

・8︶
準優勝 武田眞由美さん︵グ

ニアピンチャレンジ金2万円

震災直後より各協会会員企

ち上げを発表いたしました︒

ィ金 万3000円をＧＴＣ

ピンチャレンジ含むチャリテ

にて開催︒参加者からのニア

も同様に寄付︒

業様には多大な義援金︑支援

マン㈱︑㈱三浦技研︑ミズノ

ブリヂストンスポーツ

ップスポーツ︑二木ゴルフ︑

■ウエストコースト︑ダンロ

関係のイベントを絡めての支

いただき︑また様々なゴルフ

金︑支援物資などのご協力を

⑤第 回ジャパンゴルフフェ

口座に寄付︒

︻販売ブース出展社︼

ーゴルフジャパン㈱︑㈱マス

ット ・6︶

㈱︑㈱ミヤマエ︑㈱ヤトゴル

ターズ︑㈲松本ゴルフ︑マル

ロス ︑ＨＤＣＰ ・4︑ネ

ストローク 埴岡孝一さん

■ベストグロス賞

援活動に対しまして︑当協会

販売を実施︒計 社の参加が

ア2012においてＧＴＣの

なお︑今回︑この紙面を使

音順敬称略︶
プラリー賞品協賛社︼

山本化学工業㈱︑山本光学㈱︑ ︻優勝者当てクイズ・スタン

いましていままでに実施した

︵計4社

ヨネックス㈱︑㈱リンクス︑

■アキラプロダクツ︑アクシ

フ︑ヤマト徽章㈱︑ヤマハ㈱︑

■㈱アーク・クエスト︑㈱ア

ネットジャパンインク︑朝日

あり︑収益金より合計で23

イエスピーコーポレーショ

㈱ ロ イ ヤ ル コ レ ク シ ョ ン︑

といたしまして心より感謝申

者のみなさまにも大変喜んで

㈱和宏エンタープライズの計

3万円のチャリティ金を企業

販売などで集まったチャリテ

イベント︑チャリティグッズ

ィグッズの販売を実施︒ＬＰ

ＬＰＧＡの選手からチャリテ

⑥同様にフェアにてＰＧＡ︑

毎でＧＴＣ口座に寄付︒

キャスコ︑キャロウェイゴル

︻活動報告︼

ィ金の報告を掲載いたします︒

大盛況だった販売ブース

フ︑グローブライド︑テーラ
ーメイドゴルフ︑ダンロップ

寄付︒
会より200万円の義援金を

トなどから集まった 万円を

ティの販売︑大試打会イベン

⑦同様に各イベント参加費︑
送ることが理事会にて決定︒

ＧＴＣ口座に寄付︒
②﹁グリーン・ティ﹂の販売

計で776万3000円とな

り集まったチャリティ金は合

以上の活動及びご協力によ
によるチャリティ金221万

りましたことを報告いたしま

に寄付︒

同年3月 日︑日本赤十字社

①2011年3月 日︑当協

ＧＡ分 万円をＧＴＣ口座に

ゴルフ用品︑カタナゴルフ︑

し上げます︒

いただくことができました︒
ン︑アクシネットジャパンイ

︻賞品協賛社︼

30

10

14

賞品をご協賛いただき︑参加

10

③2011年9月 日︑東日

をＧＴＣ口座に寄付︒

災支援活動を行ってまいりま

す︒今後も引き続きまして震

20

︵ 音順︶

ン ク︑ 朝 日 ゴ ル フ 用 品 ㈱︑

社

50

申し上げます﹂

10

16

円︵2012年2月 日現在︶

26

㈱ＩＯＭＩＣ︑㈱イオンスポ

当回賞（第44位）の藤本正徳さん（右）

ーツ︑㈱ウイング︑㈱ＥＮＡ︑

50

35

20

ご協賛各社にあらためて感謝

50

72 93

と参加者・協賛企業に謝辞

女性の部準優勝の武田眞由美さん（左）

46

66

25

13

・4︶

50

80

参加者は︑和気あいあいの雰

15

囲気のなか︑楽しくプレー︒

69 85

69 95

を述べた︒賞品協賛企業から

準優勝の氷野明さん（左）

50

71 85

74

ーハンディ上位〜年長者上

4

ポーツタカハシ︑㈱ダイヤコ

13

ア方式／同ネットの場合はロ

28

44

性 名︶
︒競技は ホールス

69 98

24

18

19

23

30

10

スポーツ︑デサント︑ブリヂ

16

︵宮城県仙台市︶にて実施︒

本ゴルフ祭を泉パークタウン

お願いいたします︒

すので︑ご協力のほど宜しく

27
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ゴルフクラブ販売技術者講習会
第 期 受講生募集
ガン撲滅︑グリーン・ティー・チャリティー

埼玉

たします︒これまでの認定者

本年は第 期受講生を募集い

て開催されるものであって︑

当協会の教育事業の一環とし

︵Ａ．Ｇ．Ｓ．Ｃ︶講習会は︑

ポーツ︶

・山岸 久︵ブリヂストンス

⑥ボール

ン︶

・竹林 隆光︵フォーティー

⑤ゴルフクラブ知識

公正取引協議会︶

・宮地 弘孝︵スポーツ用品

④公正競争規約

食事代ほか諸費用一切を含

︵宿泊費
︿コテージ1室2名﹀
︑

会員

受講費用

13

ＦＡＸ 0475 ︱

33

ＴＥＬ 0475 ︱

しみ販売コーナー﹂では2万

が参加し3400円︑
﹁お楽

ョン新座

ク︑ウィンズゴルフステーシ

3000円の寄付金がよせら

﹁ ２０１２ＪＧＧＡゴルフ大試打会﹂
今年はトップメーカー 社

数は3525名を数え︑業界

⑦シューズ
む︒消費税込み︶

理事は次のようにコメント︒

当協会主催︑東日本支部が

の第一線で活躍されていま

⑧キャディバッグ
費用納付

﹁試打会当日は︑風が強かっ

〒297 ︱0201

す︒奮ってご参加ください︒

・横山 直生︵ミズノ︶
受講承認証並びに請求書を

たものの快晴でした︒今回は︑

・山中 晤郎︵日本ゴルフ協

⑰ゴルフ用具規制

・清水 俊充︵ミズノ︶

賞罰

94

ＦＡＸ

89

ＴＥＬ

8月 日︵金︶まで5泊6日
当協会々員並びに業界関係

受講生資格

︱3832 ︱85

ＧＴＣ企画として︑ドラコン

に開催︒趣旨であるガン撲滅︑

■後援 ㈳日本プロゴルフ協

癌研究基金に寄付される︒

なお︑今回行われたチャリ

れた︒

埼玉県新座市にあるウィンズ

︑ツアープ
開催当日は晴天に恵まれ︑ ﹁ゲームコーナー﹂

㈳全日本ゴルフ練習場連盟

ジャパンゴルフツアー選手会︑

㈳日本女子プロゴルフ協会︑

会︑㈳日本ゴルフツアー機構︑

ロ愛用品＆トーナメントオリ

やニアピンで賞品が貰える

ジナルグッズなどが購入でき

ダンロップスポーツ㈱

17
㈱シャフトラボ

時の開始と同時に多くのゴ

横浜ゴム㈱

ルファーたちが来場︒計55

ヤマハ㈱

■協力 ＮＰＯ日本ジュニア

ミズノ㈱

ゴルファー育成協議会︑㈱ジ

マルマン㈱

る﹁お楽しみ販売コーナー﹂

マグレガーゴルフジャパン㈱

を実施︒

㈱本間ゴルフ

1名が最新のクラブを熱心に

ブリヂストンスポーツ㈱

打ち比べ︑大いに賑わった︒

藤倉ゴム工業㈱

ュピターゴルフネットワー

日本シャフト㈱

﹁ゲームコーナー﹂では 名

ンズゴルフステーション﹄自

力を感じていただけたようで
す︒特にレディスゴルファー

テーラーメイドゴルフ㈱

当協会事務局の中村正典専務

催された︒

ゴルフステーション新座で開

12

の参加が多く︑大変好評でし
た﹂

グローブライド㈱

︱33

会︶

①成績優秀な受講生︑並びに

キャロウェイゴルフ㈱

︱23

・大久保 裕司︵日本ゴルフ

別途委員会で指定した事項に

講習最終日に認定試験を実

キャスコ㈱

万5000円

協会用具規則担当︶

該当する受講生を表彰しま

施し︑当協会の規定する以上

（50音順）

万5000円

⑱ゴルフクラブチューンアッ

す︒

100名

募集定員

※以上の講習科目︑講師につ

の成績を修めた人には資格認

アクシネットジャパンインク

非会員

プ

②他人に迷惑をかけたり︑講

講習科目及び講師氏名

いては変更する場合がありま

定証並びにカードを授与しま

全18社

所︶

受講を希望される方は︑以下

⑨グローブ
お送りいたしますので指定日

開催させていただいた﹃ウィ

が参加︵別表参照︶
︒レディ

事項をご承知のうえ︑所定の

・広瀬 正美︵キャスコ︶
までに納付下さい︒なお︑既

ス専用試打コーナー︑ジュニ

申込用紙に必要事項を記入

⑩ウエア
納負担金は理由の如何を問わ

体での試打会が少ないとのこ

主管する﹁ガン撲滅︑グリー

し︑当協会事務局までお申し

・高井 啓次︵デサント︶
ず︑返却致しません︒

・女部田 真弘︵ミズノ︶

習会の名誉を傷つけたりした

︱3832 ︱85

⑲接客技術

受講生は講習受講を停止する

神田小林ビル4階

企業の従業員︑プロゴルファ

・渡辺 満枝︵ＥＭＭＹ︶

ゴルフクラブ及びゴルフ用

ン・ティー・チャリティー
︵Ｇ

込みください︒ただし︑申込

⑪ゴルフシャフト
申込期間

とで︑参加者551名には︑

千葉県長生郡長柄町上野52

み者が定員を越えた場合は︑

・谷津田 愛樹︵日本シャフ

たくさんのメーカーが一堂に

1 ︱4

当協会の講習会委員会でこれ

ト︶
迄

期間 平成 年7月 日︵金︶

会して試打できることへの魅

ティイベントによる寄付金

を調整することもありますの

⑫ウッド型クラブ

宛先 ㈳日本ゴルフ用品協会

は︑ＧＴＣ及び︑㈶高松宮妃

で︑予めご了承ください︒

⑬アイアンクラブ
〒101 ︱0021

ア試打コーナーなどを設け︑

品の科学的基礎知識を修得し︑
⑭クラブ計量

様々なイベントも試打と同時

理論に基づいた販売技術の向
⑮クラブヘッド素材

フ大試打会﹂は5月 日︵土︶
︑

上を推進すると共に︑消費者

東京都千代田区外神田6 ︱

ＴＣ︶2012ＪＧＧＡゴル

へのサービスの向上と︑ゴル
・益田 直幸︵ミズノ︶

目的

フ用品産業のレベルアップに
︱

ー及び主催者が認めた方︒

⑳店頭の活性化

講習期間

①ゴルフ力学

平成 年8月 日︵日︶〜

・三浦 公亮︵東京大学名誉

ことがあります︒

理論

す︒

認定試験

・石渡 俊彦︵スポーツコン

講習会場並びに宿泊場所

︿敬称略﹀

・宮木 淳︵日本ＶＭＤ協会︶

教授︶

ディショニング研究所︶

②ゴルフコンディショニング

③ゴルフ用品市場動向

す︒

ゴルフ大試打会参加企業

10

35
35
20

●日本エアロビクスセンター

㈱カタナゴルフ
大いに盛り上がった大試打会！

24

・三石 茂樹︵矢野経済研究

11

13

16

03

03

19

11

37

24

24

ヨネックス㈱

プロ愛用品も購入できる「お楽しみ販売コーナー」

ゴルフクラブ販売技術者

in

⑯クラブフィッティング

18

37

貢献することを目的とする︒
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データで見る
マーケット状況
当月は 万7535本で︑前年

・8％減︒

同月比 ・0％減だった︒累計は
万6532本で
国別の輸出状況は︑
万6380本

シリーズ⑨

リアルマーケットレビュー

⑥ アリムラゴルフ ︵鹿児島県鹿児島市︶
今回は︑鹿児島県のアリム

はなく︑お客さまにとって
﹃い

っても決して排他的な組織で

参加資格のようなもの︒と言

有村俊朗 社長︑有村俊一郎 氏
ラゴルフの有村俊朗社長︑俊

つかはアリムラゴルフのあの

韓国

※

一郎氏にお話を伺いました︒

■輸入ボール

中国 1万328本

※

■輸入クラブ

台湾 6001本

香港 1万2582本

同月比3・1％増だった︒累計は

シンガポール 5466本

コンペに参加したい﹄と思っ

同月比 ・2％増だった︒4ヶ月
293万5430㌤で︑前年同期

て頂けるような組織づくりを

※

比9・8％減︒国別の輸入状況は︑

鹿児島市内は︑大型専門量

ミャンマー 5310本

販店さんが数多く出店してい

米国 5210本

但しそれだけだと﹁敷居の高

ングライオンのメンバーはゴ

れ！﹄と︵笑︶
︒おかげでヤ

Ｖ字回復をみせている︒

ラブは急落しており︑当月は反転︑

万4458㌤

し︑これを着させて﹃打った

万5013㌤

目指している﹂

らクラブを2〜3本持って走

米国

て競合が激しいと聞いていま

お店のステイタスを同時に向

中国

すが︑そのなかでどのような

上させる︑ということですね︒

別掲のグラフにあるように︑昨

世界最大のゴルフ市場をもつ米

戦略を講じているのですか？

年は東日本大震災の影響で輸入ク

国が7位国へ転落︒
﹁脱米入亜現

﹁これは競合云々の話とは別

い店﹂になってしまう恐れも

なるほど︑お客様の意欲と

インドネシア 4万6272㌤

ヶ国・地域へ輸出された︒

象﹂がますます顕著だ︒当月は計

万9062㌤

タイ 4万2912㌤

の話になるのだが︑店をオー

当月は 万4416㌤で前年同

■輸出ボール

プンして以来﹃ゴルフ用具を

当月は計8ヶ国・地域から輸入

ルフ場のメンバーからも﹃マ

された︒

あると思うのですが︒

が4086円だったものの︑今年

買って貰ったら︑その道具を

は4727円で ％アップ︒
月比1・3％増だった︒累計は1

は﹃人付き合いが嫌い﹄と言

特筆されるのは台湾からの累計

うが︑メンバーの誕生日には

また︑2010年は4435円

ンペも年に2回開催し︑毎回

集まってパーティーをするな

ナーが良い﹄と褒められるよ

ゴルフ場を貸し切って150

ど︑一旦気心が知れ合うと凄

うになった︒また彼等の世代

持論だが︑用具を売りっぱな

名〜200名参加頂いてい

﹁もちろん﹃メジャー﹄だけ

しでそれを楽しむ〝場〟を提

る︒他にも若いゴルファーの

き合いが嫌い﹄なのではなく︑

く仲良くなる︒これも﹃人付

でなく︑誰でも参加可能なコ

供しないのは無責任だと思

育成を目的とした﹃ヤングラ

使う〝場〟を提供すること﹄

う︒具体的には店主催のコン

イオン会﹄を俊一郎に企画運

を重視してきた︒これは私の

ペを定期的に開催しているの

・1％増︒国別輸出実績は︑

当月は計 ヶ国・地域へ輸出さ

だが︑ただ単にコンペを開催

61万4734㌤で︑前年同期比

万8848㌤

韓国 4万8051㌤

香港 5万5466㌤

英国 7万5748㌤

米国

42

中国 4万5824㌤

けなのだと思う︒若いゴルフ

﹃そのような機会がない﹄だ

きてようやく﹃参加してみま

られ︑
﹃人となり﹄が理解で

頂いて互いの信頼が築き上げ

できない︒長い間お店に来店

って1年や2年程度では参加

している︒これはお客様にな

な﹃メジャーコンペ﹄を開催

ているが︑当店でもそのよう

するという構図が出来上がっ

そ︑皆がそこを目指して努力

プロしか参加できないからこ

ントがあり︑限られた一部の

の試合でもメジャートーナメ

ては﹃試合﹄でもある︒プロ

﹁コンペは参加する人にとっ

や場も減ったので可哀想な面

け︒昔と違い教えてくれる人

単に﹃マナーを知らない﹄だ

﹃マナーが悪い﹄のではなく︑

う批判を多く聞くが︑彼等は

ファーはマナーが悪い﹄とい

いう狙いがある︒
﹃若いゴル

ゴルフマナーの啓蒙を行うと

って欲しい︑という狙いと︑

をきっかけにその繋がりを持

持っている人が多い︒ゴルフ

り﹄を持つことに苦手意識を

代は人付き合いや﹃横の繋が

時を迎えているが︑彼等の世

でも様々な企業が世代交代の

人間の集まり﹄
︒鹿児島市内

鹿児島県鹿児島市荒田1 ︱

〒890 ︱0054

アリムラゴルフ

︻ＳＨＯＰ ＤＡＴＡ︼

行すること﹄
︑これが大事な

思うが︑最終的にはそれを
﹃実

題意識は誰もが持っていると

もらえるのでは？ 恐らく問

ような組織作りは参考にして

この﹃ヤングライオン会﹄の

代が重要な課題だと思うが︑

﹁全国の専門店さんも世代交

ている﹂

役立つことができればと思っ

フを通して彼等の人生形成に

ァーの育成だけでなく︑ゴル

具体的には？

営させている︒これは簡単に

輸入量が伸びていること︒今年は

㌤を ・3％も上回っている︒1

しており︑前年同期の 万821

18

れた︒香港が韓国を抜いている︒

言うと﹃ゴルフが下手な若い

これまでに 万2416㌤を記録

万7719本

いることがわかる︒
■輸出クラブ

しているのではない﹂

で︑これと比較しても6・5％ア

は︑

個単価は前年が

中国

円と ・6％も上昇しており︑
﹁台

51

湾製の高額ボール﹂が勢いを得て

円︑今年は

ベトナム 1万2455本

米国 3万871本

当月は計8ヶ国・地域から輸入

タイ 1万779本

19

16

64

15

56

4月度輸出入実績

18

41

ップとなった︒国別の輸入実績

26

台湾

韓国 1万4240㌤

※

間の累計は238万9103本

19

反面︑1本単価は上昇傾向だ︒

当月は 万4619㌤で︑前年

20

20

14

で︑前年同期比0・6％減︒

当月は 万8149本で︑前年

79

昨年は4月期までの累計輸入単価

61

76

16 18 30

65

32

59

された︒

せんか﹄と声を掛けるもの︒

もある﹂
ること﹄
︑
﹃仲間に入って協調

く︑
﹃長年お付き合いしてい

︵写真参照︶
︒黄色なので林の

専用のポロシャツも作った

俊一郎氏 ﹁メンバー向けに

ＴＥＬ 099 ︱214 ︱9

︱8

のだと思う﹂

決してスコアありきではな

性を持ってゴルフを楽しむこ

中など何処に居ても目立つ

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

171
とができるか？﹄というのが

21
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の模様を掲載︒

●写真 平成 年度通常総会

年7月

日︵ 火︶
︑

協会事務局内にて開催︒

平成

議題 ︱4︑次回委員会の日程

協会関連事項
広報委員会
● 番ホール 増本委員

るワードでの展開でもいいの
日程 7月 日︵木︶ 時

の開催スケジュールについて

議題 ︱3︑今後の実行委員会

︵事務局は曽良︑鈴木︶

長︑西本副委員長︑手島委員

・ジュニアチーム 天満委員

務局は曽良︶

議題 ︱2︑検討事項

ーし締め切った︒

力で定員の160名をオーバ

が厳しかったが︑関係者の協

加盟コース︶
﹂当初募集状況

ルフ祭︵北六甲ＣＣ ＮＧＫ

・6月6日開催の﹁西日本ゴ

た︒
ョンルームＡ

場所 ㈱大広プレゼンテーシ

実施について

③﹁東西スクランブルゴルフ﹂

実行について

②活性化委員会︑企画︑広報︑

について

①﹁東インダストリーカップ﹂

ではないかという提案があっ
⑤﹁グリーン・ティー・チャ

ラブ販売技術者講習会案内﹂
︑

リティー﹂について

﹁2012ＰＧＡ日本プロ選

・売上に対するチャリティ金

協会事務局内にて標記委員会

第４回
活性化委員会

を開催した︒事務局中村が議
の割合の下限を設定するかど
うか討議︒
﹁ ％以上﹂とす

・スケジュール︑企画につい

リティー支援金報告﹂を掲載︒
り︑議事進行︒議事録署名人

天満実行委員長が議長とな

開催した︒

を金︑土︑日の3日間に拡大

・ファッションショーの実施

⑦﹁ステージ展開﹂について

・提案の内容で承認された︒

て

エイジゴルフ大会︵ＰＧＳ主

②﹁2012ＰＧＳドリーム

ＧＭＡＣ後援︶
﹂

済産業大臣杯︵ＮＧＫ主催︑

①﹁全国チーム対抗戦﹂
︑
﹁経

﹁5月度東ＧＭＡＣ﹂報告
●

議題 ︱1︑報告事項

決勝大会﹂賞品協賛依頼の件

﹁ドリームエイジゴルフ大会

④﹁全国チーム対抗戦﹂及び

め提案︒

て︒別途事務局で企画をまと

5Ｐ ﹁データで見るマーケ
には︑吉本︑服部両実行委員

し︑同時に主催者がすべての

日︵ 火︶
︑
協会事務局内にて標記委員会

なお︑次回7月委員会より

ット状況﹂
︑
﹁リアルマーケッ
が任命され協議に入る︒

出展社に与えられる枠も3日

年5月
を開催した︒

米山宏作広報委員長に代わ

トレビュー﹂を掲載︒
議題 ︱1︑報告事項

平成

手権ギャラリーサービス報
ることで決定した︒

り︑梅田光人広報委員長が就

6Ｐ ﹁協会関連事項﹂
︑
﹁各
1︑
﹁日本プロゴルフ選手権

日︵ 木︶
︑

告﹂
︑
﹁東日本大試打会開催報
⑥﹁主催者コーナー﹂につい

任して委員会を進める︒

委員会報告﹂
︑
﹁変更事項﹂を

年5月

事進行を務め︑議事録署名人
㈱大広内のプレゼンテーショ

議題 ︱1︑6月号の反省
掲載︒

を開催した︒白石委員長が議

協会事務局内にて標記委員会

・申し込み時に入力の簡素化

いて

①﹁出展申し込み方法﹂につ

方針について

1︑
﹁Ｊ ＧＦ2013﹂基本

ェア﹂について

議題 ︱2︑審議事項

本大会︶
﹂開催報告

た︒

で検討を進める事が話され

ア各企画については小委員会

・シニア︑レディス︑ジュニ

て

⑨﹁主催者イベント﹂につい

認された︒

的に企画を継続することが承

・スポンサーが決まれば基本

メント﹂について

⑧﹁バーチャルゴルフトーナ

チーム参加予定︒

・ＪＧＧＡチーム︑ＧＭＡＣ

申し込み状況報告︵5月 日

⑥﹁東インダストリーカップ﹂

代︑ 代活性化イベント

⑤アパレル各社協力による

案し実施したい︒

スクランブルの関連企画を立

・可能であれば本年は東西で

件

④スクランブルゴルフ企画の

ストの件

③ゴルフ場活性化企画コンテ

﹁マスターズ観戦記﹂報告︒
●写真 中国ゴルフショーの

模様を掲載︵写真提供 森明
彦氏︶
2面 ﹁ゴルフ産業市場動向﹂

年5月

日︵ 火︶
︑

講習会委員会
平成

について

期講習会﹂

師変更について

・
﹁今回は新タイプを提案しな

現在︶
︒

月 日開催分報告︒

平成 年7月9日︵月︶

⑤次回委員会の日程

1面 ﹁中国ゴルフショー﹂

催︑ＧＭＡＣ後援︶
﹂

︻審議事項︼

報告書︵文・写真提供 ㈱ラ

間とも設定していくことが承

長となり︑議事進行︒議事録

を図ることに関しては承認さ

⑩﹁ＰＲ﹂について

年 7 月 6 日︵ 金︶
︑

速報︒
署名人には︑嶋田︑瀬沼両委

れた︒

⑪﹁媒体タイアップ﹂につい

彦氏︶

3面 ﹁ゴルフ場利用税廃止
員が任命され協議に入る︒

・簡素化に加えて︑携帯から

﹁5月西ＧＭＡＣ﹂報告
●

協会事務局内にて開催︒

運動﹂報告︒
﹁経済産業大臣
議題 ︱1︑
﹁第

でも申し込みできるようにし

・第1回4月 日︑第2回5

番ホール﹂藤原委員

杯﹂及び﹁ドリームエイジゴ
について

て

●
﹁

ルフ大会﹂紹介︒

① 期募集要項配布について

⑫会場以外の﹁イベント企画﹂

5面 ﹁データで見るマーケ

③開催時に於ける懸案事項

回ジャパンゴルフフ

4面 ﹁グリーン・ティー・

てはどうかとの意見があった︒

ット状況﹂及び﹁リアルマー

嶋田委員︑海老沢委員︵事務

・シニアチーム 吉本委員︑

心に

する予定︒尚開催会員企業中

・ 月 日︵水︶平日に開催

開催について

定︒
︵関連団体も加えて検討︶

名位をメドに実施予
②その他

時 分〜︑協会事務局内にて
開催︒

変更事項

●㈱近鉄百貨店本店︵西日本

︻部署︑代表者︑担当者変更︼
支部︶

新部署 紳士カジュアルスポ
ーツ課

木村

勝

聖

今井 大輔

山本

大生 康成

旧部署 紳士服紳士用品スポ
ーツ用品部
新代表
旧代表
新担当者
旧担当者

旧担当者

新担当者

明彦

吉田 信樹

平川 達也

寛

山下 則光

田上

●㈱デサント︵西日本支部︶

旧担当者

新担当者

●ヤマハ㈱︵東日本支部︶

小島 忠雄

岸

●グローブライド㈱︵東日本

︻代表者変更︼
支部︶
新代表
ＧＧＡ︶
﹂報告

・
﹁オリンピック﹂という言

局は鶴巻︑町田︶
員︑酒井委員︑浅見委員︵事

旧代表
①﹁西インダストリーカップ﹂ ︻担当者変更︼

﹁西日本活性化委員会︵Ｊ
●
3︑小委員会メンバー構成案

2︑全体スケジュールについ
容等︶について

について
葉に固執せず︑ＬＰＧＡのジ

・レディスチーム

について
について

ュニア企画のように﹁201

議題 ︱2︑
﹁第

6目指せ世界﹂といったよう
な︑オリンピックを連想でき

服部委

議題 ︱3︑
﹁第 回ジャパン

期講習会﹂

・提案の内容で承認された︒

て

24

④﹁オリンピック﹂について

い﹂という提案が承認された︒

30

④アンケートの実施及び内容

③﹁出展案内﹂について

22

47

︵万一の計画停電︑講習会内

6面 ﹁協会関連﹂報告︒
﹁第
2回ゴルフインダストリーカ

17

﹁第
●

チャリティー支援金﹂使途に

②﹁ブースタイプ﹂について

20

② 期講習会全日程表及び講

平成

認された︒

22

大会﹂について

24

2︑
﹁ゴルフ大試打会︵東日

10

議題 ︱3︑次回委員会の日程

17

ンケイア 代表取締役 森明

平成

には藤原︑瀧川両委員が任命
ンルームＡにて標記委員会を

3〜4Ｐ ﹁第 期ゴルフク

14

告﹂
︑
﹁西日本ゴルフ祭開催報

ジャパンゴルフ
フェア２０１３
第３回実行委員会

19

告﹂
︑
﹁グリーン・ティー・チャ

年 6 月 5 日︵ 火︶
︑

10

され協議に入る︒

平成

24

24

ついて︒
﹁名古屋試打会﹂報告︒

24

24

ゴルフフェア﹂セミナーにつ
いて

11

ップ﹂案内︒6月4日現在
企業 チーム申し込みあり︒

21

22

37

30

21

60

議題 ︱2︑7月号の編集につ
いて
総会﹂報告記事︒

1〜2Ｐ ﹁平成 年度通常
24

38

47

30

15

24

24

37

19

37 37

19

ケットレビュー﹂を掲載︒

11
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