催。ゴルフ関連 団体の代表者と６団体の代理出席者が参加し、今年度の活

構成されており、
その一つが
「球
技」
。
「球技」は、
「ゴール型」（バ
スケット、ハンドボール、サッ
カー、ラグビー）
、「ネット型」（バ
レーボール、卓球、テニス、バ
トミントン）
、「ベースボール型」
（ソフトボール）の パターン

★今月のトピックス

１面＝「２０１６年第２回日本ゴルフサミット会議」
２面＝ 第 回ジャパンゴルフフェア２０１７出展案内
５面＝部門別売れ筋ランキング・リアル
マーケットレビュー２

へのゴルフの普及、将来有望な

選手を創出するには、小中学生

具体的な例としては、
「ゴル

選手の発掘・育成、ナショナル

助推進

専門学科「体育」のある高校

マジ！」（リクルート）
、
「楽ゴル」

がある。
（約 校）では、前記の パタ

今年 歳になりました。ミズ

ノに入社した年にゴルフを始め

たので、ゴルフ歴は約 年とな

ります。どんなに少なく見つも

っても、年間 ラウンド以上は

してきたので、生涯ラウンド数

ック強化指定選手に至る一貫

たまにしか１００を切れませ

んでこなかったので、現在でも

ゴルフに対して真面目に取り組

しかし、プレイヤーとしての

は４００回以上となります。

した教育システムが必要で、そ

ん。
「ゴルフの仕事に携わって

チームメンバーからオリンピ

激を受けた「旅行社」や「スポ

のためにはそれなりの資金が

（楽天）等の企画がある。

「保健体育」の「球技」に「タ

ーツ関連企業」から新たな提案

ーンに加え、
「ターゲット型」

ーゲット型」を追加要望する活

いるので、きっとお上手なんで

必要となる。

しょうね」と言われるケースが

並びに地域産業（観光資源等）

地に所在するため、地方自治体

ゴルフ場の多くは人口過疎

世界水準の強化プログラム

必要な施策について提案する。

強化選手の強化（同 億円）に

チームメンバーやオリンピック

ートなものは、ほとんどありま

ほとんどで、いわゆるプライベ

多く、何度も恥ずかしい思いを

定した提案を行う必要もある）
。

との連携により、新規需要層の

来性のある選手の発掘・育成
（年

実施率を

②「大学のゴルフ授業」充実

関心を示している）

ここでは、ゴルフの普及と将

が出されようとしている。
（経

４、暴力団等反社会的勢力の

小中高校

動を実施。
（
「学習指導要領」は、

化への取り組み
排除

方で構成されていることを考

ａ）ゴルフ振興 サミット運
る。

に向けた連携協力の推進（

間予算 億円）と、ナショナル

営会議報告

【具体的活動】…「高校→大学

％強へ引き上げ

歳後半～ 歳前半のゴルフ

議」では、
「ゴルフ振興」並び

ｂ）選手強化 日本ゴルフ協

→ 歳代」と段階的な課題を設

先、関係先の方とのラウンドが

ゴ ル フ は 社 内 コ ン ペ、 取 引

しました。

に「日本における選手強化」な

会報告

要となること及び 年間を想

どについて話し合いが行われ

ｃ）イメージアップ サミッ

せんでした。そんな中で、わず

息子が高校生の時から、同級

重な経験をしました。

でもある。資金調達は、ゴルフ

をしようとなったようで、私も

年齢層を「 歳後半～ 歳前

かに ラウンド程度ですが、貴

ゴルフ市場活性化委員会（Ｇ

構築に向けては、ＪＧＡ、各プ
定。

連、高ゴ連、練習場連盟、ゴル

生がよく自宅に遊びに来ていま

また、活動資金問題について

ァーの寄付金や企業の協賛金

誘われました。息子の初ラウン

した。彼らが大学生、社会人に

は、①～⑤の活動を地方組織に

を検討する。

ドに付き合うのは、ひやひやも

していくことが最重要で課題

ロ団体、地区連盟、県連盟、学

①「高等学校学習指導要領」

半」としたのは、最も投資効率

フ場などすべての組織が連携

開拓が可能と考える。

ト運営会議で継続審議中

ＭＡＣ）並びにＰＧＡが「全国

が良い（短期間でゴルファー育

月 日連携協定締結）

２、ゴルフ場利用税廃止運動

の保健体育に「ターゲット型

大学体育連合」と連携協力を締

＊

の継続

球技」を追加要望

成が可能）ためだ。

＊

状況と今後の方針

３、国家公務員倫理規定にお

結し、
「大学のゴルフ授業」充

理解いただき、自治体単位で集

■「リオデジャネイロオリン

を有するアマチュアゴルフ、ゴ

ゴルファーと直接的な接点

ショナルチームメンバーの強

日本ゴルフ協会の強化費は、ナ

ングをしているといわれるが、

２００日以上合宿しトレーニ

女子：野村敏京・大山志保

男子：池田勇太・片山晋呉

◆出場選手

設計：ギル・ハンス（米）

女子：５９４４ｍ パー

（木）～ 日（日）
、女子：

月 日（水）～ 日（土）

回を重ねるうちに会員も 名

会長となりました。

いうことになり、年長者の私が

会を結成して定期的にやろうと

たある日、一緒にゴルフをする

そんなゴルフを３回ほど続け

かたがありませんでした。

も、息子のことが気になってし

の で し た。 自 分 の プ レ ー よ り

した。ある時、みんなでゴルフ

なっても、それは継続していま

にコースデビュー機会の提供

められている資金の一部を活用

ピック」
（８／５～ ）ゴル

・
「ゴルフ場業界」は受講学生
・
「ゴルフ用品業界」は授業に

し、効果を高めるよう「日本ゴ

名出場

ホール・ストロー

◆競技方法

使用するゴルフクラブの提供

＊

フ競技について
＊

個人戦

クプレー

男女各

◆開催場所

フコース

レセルバ・マラペンディゴル

アジア最強の韓国では、年間

男子：６５２２ｍ パー

Ｈ

億円の強化費を準備し、年間

する提案

■日本における選手強化に関

の資料を紹介する。

輪「ゴルフ競技」告知について

続いて、強化選手と並びに五

＊

ルフサミット会議」が推奨する。
授業担当教員のスキルアップ
や授業カリキュラムの充実の
サポート
この連携活動は、現状「日本
団体が実施することに

ゴルフサミット会議」参画団体
の内

なっているが、全団体の参画も
しくは応援を要請する。

ルフ場、ゴルフ練習場、ゴルフ

化を中心に年間５０００万円

③ゴルフ団体の連携強化

用品、プロゴルフの各団体は、

日本から世界で活躍できる

合宿を行うにとどまっている。

◆競技日程 男子： 月 日

71

71

11

8

8

（ミズノテクニクス 伊藤隆志）

とを楽しみにしています。

せんが、数年後に再開できるこ

す。しばらくは無理かもしれま

て、残念ながら現在は休会中で

来 始 め、 集 ま れ な く な っ て き

頃から会員のみんなに子供が出

回まで継続してきました。その

のペースでラウンドを重ね、

ほどに増えました。年３回ほど

15

21

程度の予算に限られ、年数回の
する。

④ゴルフ関連企業の企画を援

20

■２０１６年活動方針の進捗

１、ゴルフ活性化の取り組み

「保健体育」は、 領域から

5

ける「ゴルフ」の削除

30
・
「プロゴルフ業界」はゴルフ

20
相互連携を図った施策を展開

18

実を目指すことになった。

10

6

5

72

60

14

12

5

＊

た。以下、同会議で話し合われ

⑤地域活性化策の実施

そして、この 社の企画に刺

40

済産業省もこの動きに連動し、

② 統一テーマによるゴルフ

■「ゴルフ振興」中期目標

として「ゴルフ」が採用出来る。

62

年間を通した考え

活性化への取り組み

動方針についての進捗状況と今後の活動指針について話し合いが行われた。
当協会も加盟するゴルフ関
連 団体が行った「２０１６年

51

「２０１６年第 回
日本ゴルフサミット会議」 開催
21

ゴルフ関連 団体で構成される「日本ゴルフサミット会議」は 月 日、
2

10

2

世界貿易センタービルで「２０１６年第 回日本ゴルフサミット会議」を開

17

回日本ゴルフサミット会

3

慮し、学術的な研究や調査が必

12

2

60

27

6

8

http: //www. jgga. or. jp

電

7
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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

◉ホームページをリニューアルいたしました（http://www.jgga.or.jp） QR コードはこちら→

11

た内容を抜粋してお届けする。

第

2 17

① 各団体によるゴルフ活性

7

月 日、 世 界 貿 易 セ ン タ
ービルで今年２回目の日本ゴ
ルフサミット会議が開かれた。
国内のゴルフ関連 団体が一
堂 に 会 し、 ゴ ル フ 界 の 発 展 を
議 論 す る も の。 竹 田 恆 正 議 長
は、
「闊達な議論をする場にした
い。 リ オ 五 輪 で の ゴ ル フ 競 技
が 目 前 に 迫 り、 私 も 現 地 を 視
察 す る。 皆 さ ん の 意 見 を Ｉ Ｇ
Ｆ に 届 け、 東 京 大 会 の 成 功 に
つなげたい」
ＪＧＴＯの青木功会長も初
参 加、 自 身 の 選 手 体 験 を 話 す
など盛り上がった。
議 題 の 中 心 は「 大 学 体 育 の
ゴ ル フ 授 業 充 実」 を 目 的 に し
た 「 三 者 連 携 」（ ３ 面 参 照 ） の
経 緯 と 中 身。 当 協 会 も 約 ９ ０
０本のクラブを提供するなど
で、 若 者 ゴ ル フ ァ ー の 創 造 を
図る。
機は、熟した――。

17

第405号（毎月１日発行）
（ 1 ）平成28年８月１日発行

発行所 一般社団法人日本ゴルフ用品協会

点を活かしてＡタイプをお選

「長方形で柱がない」という

◆会員料金
一般料金

万８４００円

万２４００円

◆１社１ブース出展に限る

５㎡）

出展社専用スペース大（ ・

出展社専用スペース小（ ㎡）

◆金額： 万６０００円

◆スペース： ・５㎡

◆アクセサリー、グッズ等を
◆金額： 万８０００円

◆スペース： ㎡

【壁面展示タイプ】

22

14

展示できるネット什器、小棚

ゴリー別のゾーニングをさせ

びいただいた企業様にはカテ

０１７出展案内」を掲載いた

紙面におきまして「ＪＧＦ２

案内をいたしますが、今回、

様には別途、フェア開催のご

試打席

◆展示は壁面のみ

一般料金

◆会員料金

３月 日（金）～ 日（日）

22

を備えた小物の出展に適した

ジャパンゴルフフェア２０１
ていただきます。出展申し込

◆１社１コマ出展に限ります

「ミニブース」

７」
（ＪＧＦ）は、平成 年
み時にご希望のゾーンをお選
します。

月 日までの出展申込の場

○ 月１日以降の出展申込の

ていただきます。

払いをもって出展申込とさせ

合は、出展コマ料金全額の支

11

場合は、出展コマ料金に事務

手数料３万円を加算してご請

払いをもって 出展申込とさ

求させていただき、全額の支

スケジュール

【キャンセル料について】

せていただきます。

録受付開始（※）

○ 月１日～ 月９日のキャ

ンセルには、出展コマ料金の
％を申し受けます。

社情報登録」が必要となりま

社様も「出展申込」前に「会

前回ご出展いただいた出展
◆金額： 万６０００円

奥行８・０ｍ×高さ３・０ｍ

◆スペース：間口３・０ｍ×

出展料の支払いとキャンセル

申込み申請書提出

●一般社団法人 日本ゴルフ

先

■出展に関するお問い合わせ

し受けます。

月中旬～出展に関わる各種

月 日）

○ 月 日以降のキャンセル

ーは距離が約３倍の大型ロン

◆備品：ネットブース、打席

について

◆スペース：間口２・７ｍ×

付締切

グレンジ（オープンタイプ）
すので、出展を予定している

【支払い関連スケジュール】

通り、会場を神奈川県横浜市
を新設。通常の試打席も過去

マット、ショットマット、テ

の「パシフィコ横浜」に移し

ィ、ボール、社名板

用意。総合試打コーナーを設

最高の前回を上回る 打席を

■出展募集概要

ります。

企業・団体の皆様はその点ご

て、開催時期も従来の２月か
置し、ご要望の多かった複数

了承ください。以下詳細とな

ら３月に変更しての実施とな
ブランドの打ち比べを可能と

申込受付後、出展コマ料金
の ％にあたる内金の請求書

には、出展コマ料金全額を申

用品協会

住所：〒１０１‐００２１

東京都千代田区外神田６‐
神田小林ビル４Ｆ

て、購買意欲を刺激し、マー

ン直前のゴルフファンに向け

定しています。ゴルフシーズ

来年は初の３月末開催を予

ス貸与など、出展社が自社ブ

貸与や賞品ストックのスペー

たえるべく、販売スタッフの

いうものでした。その声にこ

場でグッズを購入したい」と

者のリクエスト第一位が「会

◆間口２・０ｍ×奥行２・０

【Ｂタイプ】

マ／ コマ／ コマ／ コマ

／４コマ半島／６コマ／８コ

２コマ／３コマ／４コマ並列

◆申込みコマ数単位１コマ／

ｍ ～ ㎡） 部屋

レンタルルーム小（１Ｒｏｏ

㎡以上

◆スペース：２Ｒｏｏｍ

ｍ

レンタルルーム大（２Ｒｏｏ

その他施設

無かった場合は、出展申込キ

○期限までに内金の支払いが

事務局

Ｅメール： info@jgga.or.jp
●ジャパンゴルフフェア運営

―

◆金額： 万円

た今年は３日間の来場者数が

奥行 ・０ｍ×高さ６・０ｍ

ＴＥＬ： ‐３８３２‐８５

ｍ×高さ２・７ｍ

８９

コマタイプ

そして、会場内での販売展

を随時発行します。請求書に

【Ａタイプ】

開も積極的に行っていきま

記載の支払い期限までにお支

するとともに、来場者の試打

者が４万９２０人となり、改

◆備品：打席マット、ショッ

待ち緩和をはかります。

めて一般ゴルファーの関心の

ケティングにも販売促進にも
ースで展開する販売のサポー

ｍ×高さ２・７ｍ

払いください。

効果が期待できるタイミング

トを有償で提供します。さら

◆会員料金

万４００円

での開催となります。来場目

に主催者主導型での販売展開

（上限）

万３６００円
万５２００円

◆金額： 万２０００円

㎡

◆スペース ：１Ｒｏｏｍ ～
◆金額： 万８０００円

○ 月１日以降、残金の請求

ださい。

００

ＴＥＬ： ‐６３６４‐８４

20

万４４００円

標６万人を掲げ、皆様にとっ

コーナーを設け、より多彩な

◆１社５コマを上限とし、す

一般料金

◆会員料金

て有益なイベントとなるよう

販売シーンを演出します。さ

べて並列

80

一般料金

準備をすすめております。

らに、大型展示会で必須とな

【展示試打タイプ】

住所：〒１０７‐６１０７

まず、出展社として気にな

るのが「食コーナー」です。

◆ネットブースの脇に展示ス

◆展示スペース（間口６・０

東京都港区赤坂５‐２‐ 赤

るのが出展コストですが、展

横浜の食の魅力を会場にタイ

ペースが付いたブースタイプ

ｍ×奥行１・０ｍ×高さ２・

ャンセルといたします。

示コマ「Ａタイプ」
（ワイド

アップ誘致し、フェアに来場

◆ネットブース（間口３・０

今後もＪＧＦは、さらに多

※会社規定などにより期限に

３５００㎜×奥行き３０００

する楽しみを提供していく予

くのゴルフビジネス関係者、

○ 月９日（金）までに残金

書を発行します。

６７

ＦＡＸ： ‐５５６３‐８７

03

をお支払いください。
○出展申込期間後 月１日～

Info@japangolffair.com

Ｅメール：

03

㎡～）６部屋

㎜×高さ２７００㎜）の面積

定です。これは来場者の滞在

０ｍ）

ｍ×奥行６・０ｍ×高さ３・

また、パシフィコ横浜の会

７ｍ）

になります。

報道関係者そしてゴルフファ

11

16

場レイアウト特徴であります

11

16

6

10

12

60

12

80
60

10

46

18

20

坂パークビル７Ｆ

は「東京ビッグサイト」より

時間の拡大にもつながる重要

16

14

支障のある場合は、ご連絡く

も ・７％拡大します。これ

な要素と受け止めています。

名スタンド

トマット、ティ、ボール、社

５万５９２７人と過去最高を

○出展申込期間（９月１日～

月 日（月）：出展申込受

付開始

９月１日（木）：出展申込受

８月１日（月）：会社情報登

■ＪＧＦ２０１７開催までの

14

【オープンタイプ】

【ゲージタイプ】

万２０００円

万４００円

の３日間、パシフィコ横浜・
びいただきます。

ています。

14

◆間口３・５ｍ×奥行３・０

記録しました。特に一般来場

さらに、人気の試打コーナ

展示ホールでの開催を予定し

当協会会員企業・団体の皆

ンの来場を目指します。

～

当協会が主催するアジア最

3 月 26 日
（日）

・３％の値下げということ

す。当協会の調査では、来場

11

回目となる来年は周知の

21

51

57
16

10

シーズン直前開 催 ！ ジ ャ パ ン ゴ ル フ フ ェ ア は 新 時 代 へ 。

大級のゴルフショー「第 回

2017 年
3 月 24 日
（金）

を平方㍍で換算すれば、実質

03

ります。 回の記念開催だっ

12

20

31

10

29

12

11

30

12

11

26

高さがうかがえました。

31

31

70

12

10

30

51

会期
41

50

21

27

15

24

51

10

「ジャパンゴルフフェア２０１７」
出展のご案内 （※７月 日現在）
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全国大学体育連合（大体連）
員の平均年齢が 代に達する

しているのは周知の通り。会
ＧＡはまず、大学の教員に指

もあるのではないか。我々Ｐ

短大、 個人会員となって

と、笑い声が起きていた。

井上副会長の事後談を聞こ

発表、シンポジウムや研修会
的な連携のもと、ゴルフを通

この協定は、３団体が包括

指導で心掛けたのは、ゴルフ

剣に向き合ってくれました。

「学生の皆さんは、本当に真

い。同書はその目的を、

「協定書」について列記した

の開催、国際交流、顕彰制度、
しての教育研究、人材育成、

う。

研究助成等と幅広い。

レッスンは多くのことを言い

い。政府は２０２５年までに

導法を教えるなどで支援した
や学部の縮小などが懸念され

を抱えており、統廃合の加速

減少する「２０１８年問題」

フ授業』充実を目指した連携

席のもと、
「
『大学体育のゴル

スポーツ庁の鈴木大地長官列

ＰＧＡ、環境面でＧＭＡＣが

いる現状を踏まえ、指導面で

に「ゴルフ授業」を導入して

者連携は、多くの大学で体育
を担えるでしょう」

３倍になれば、かなりの部分

す方針ですが、ゴルフ市場が

る。今年３月、大体連は「大

活性化を担いたいと考えてい

の有効性を主張することで、

るが、その際「大学スポーツ」

（３）ゴルフの普及に関する

（２）人材育成に関すること

の充実に関すること

（１）大学体育のゴルフ授業

て、

ですね」

フを好きになってもらいたい

のゴルフ場を体験して、ゴル

楽しくということです。本物

過ぎるので、極力シンプルに

地域社会の発展とゴルフ普及

コースも珍しくなく、若年層
スポーツ産業で 兆円を目指

大学業界は 歳人口が再度

Ａ）
、ゴルフ市場活性化委員
のプレー比率を高めなければ

協力調印式」を行った。都内

包まれる。鈴木長官は冒頭の

業界関係者が集まり、熱気に
ゴルファーの創造を促がすこ

学生を支援、これにより若者
加盟のゴルフ場等が施設を提

「今回の連携では、ＧＭＡＣ

委員長（ＪＧＧＡ会長）も、

また、ＧＭＡＣの馬場宏之

ためだ。注目されるのは、

プ養成などを掲げたのもその

スポーツによるリーダーシッ

学スポーツ推進宣言」を発し、

（５）その他両者が必要と認

域社会の発展に関すること

（４）ゴルフを機軸とした地

こと

業研究会」が行なったゴルフ

らが主宰する「大学ゴルフ授

口さんは昨年８月、北准教授

山口奈生さんも参加した。山

ています。その際、ゴルフは

兆円超に成長させたいと考え

「全国７８２大学の体育授業

ついて説明した。

化）が、ゴルフ授業の現状に

の北徹朗准教授（身体運動文

理事を務める武蔵野美術大学

調印式では、大体連の常務

の応募（クラブの申し込み）

ージですが、まずは７月１日

無償提供できます。これで約

め、大学には９００本程度を

供する仕組みが整っているた

『ゴルマジ！』でクラブを提

味でも大学体育界の注目を集

で形となったもので、その意

「推進宣言」後わずか４ヶ月

え、マナーの啓発・教育等も

をレベルアップすることに加

いくこと。ゴルフの指導教員

当に楽しかった」

の中を潜っているようで、本

なもの。本物のゴルフ場は海

と、プールに潜っているよう

この中には先述したゴルフ

の５項目を掲げている。

「本物のゴルフ場に感激しま

加しており、

験談を話してくれた。

と、登壇者の一人として体

を進める意志を鮮明にした

業団体等への協力要請

Ａの倉本会長が指摘した「就

した。学内施設でのゴルフを

郎会長は、

活に有利」となるかもしれな

スクーバダイビングに例える

「子供の人口減少は、我々大

場等施設の提供や、古くて劣

体連では止められません」

悪な用具を新しい物に変えて

ブを握ると推計されます。そ

面と環境面で学生を支援。高

こと。今回の「三者連携」は、

場体験実習（Ｇちゃれ）に参

とても重要。ゴルフは生涯ス
を調べた結果、約５８０のゴ

含まれる。このあたり、ＰＧ

めること

ポーツであり、社会性が高く
ルフ授業があり、毎年数万人

めている。大体連の安西祐一

し、スポーツ庁も今年８月、

齢者依存型の市場体質を改め

８月５、 日の両日、この

な型として、八王子ＣＣ（都

「Ｇちゃれ」を三者連携のひ

振興を支援することで様々な

が６月７日、武蔵野美術大学

的を叶えるための小さな一歩

さて、具体策だ。上記の目

一人３０００円、ＪＲ八王子

後詰める予定だが、参加費は

ラムが実施される。内容は今

８月５日に第一弾！

い。

の一方、コースラウンドを行

「しかし、身体を使うスポー
ツの素晴らしさを大学の正課

効果が期待できます。３月に

駅に午前 時集合、クラブバ

下）でコースデビュープログ
一方の大体連にはどのよう

発表した『推進宣言』には１

校のゴルフ授業をＰＧＡの井

（都下）で踏み出された。同

や課外活動に広め、スポーツ
なメリットがあるのだろう。

８０校のトップが賛意を示し

大体連初の大英断

と前置きして、こう続ける。

なっているのは約 の授業に

い。大半の学生は学内の施設

るべく、面舵を切った。

を開催するなどでゴルフ熱を
過ぎず、ゴルフを専門とする

で、古い用具での練習に終始

教員も 人以下と極めて少な

に伴う医療費の増大を抑止す
しています」

高齢化社会の常態化、これ
るには国民の健康寿命を延ば

この組織は１９５２年 月に

ており、大学スポーツの重要

ここで言う「体育授業」は

大学体育協議会として発足し

あくまで一般教養課程であ

すことが不可欠だ。その意味
でも、生涯スポーツのゴルフ
は重要だと位置づける。

て以後、半世紀を超える活動

八王子市には 大学（学生

り、体育・スポーツの専門課

数 万人超）が集中しており、

程や部活動とは異なる。それ

上健夫副会長が「特別講師」

スでの送迎となる。

といえるだろう。しかし、学

れている現状は、
「宝の山」

が体育（正課）でゴルフと触

は大きな期待を寄せているの

は初めて。それだけに、我々

こまで本格的な連携を結ぶの

「実は、特定の産業団体とこ

実現であり、第一弾として
「ゴ

有効な一手が「産学協同」の

る閉塞感を打破したい。その

興によって大学業界に蔓延す

グや、学生同士が正対して額

テップを踏みながらのスイン

ム」という持論を実践し、ス

を行った。
「スイングはリズ

ＧＧＡはギアの無償提供等で

面の展開につなげる構え。Ｊ

学とゴルフ場が連携を図り、

を切るが、全国に点在する大

一言でいえば、スポーツ振

として担当。２クラス各 分

を行ってきたが、

性が認識されました」

だけに最大 万人規模の学生

生の多くはコース体験するこ

ルフ授業」が選ばれた。
大体連の「体質」を見てみよ

者連携」は大きな意味をもつ

そう考えると、今回の「三

て左右に振る独特の練習法を

をつけ、一本のクラブを握っ

支援する。

当面「八王子モデル」が先陣

う。この組織は２０１２年１

のである。

間、計 名の学生に熱血指導

倉本昌弘会長は、

月に社団法人から公益社団法

最大 万人規模の学生ビギ

「それは、あまりにもったい

人へ移行しており、５月 日

「ヤバイよこれ」

界の実行力が試される。

ーに育てられるか？ ゴルフ

ナーを、業界はコアゴルファ

10

「いったい何の儀式なんだ」

披露。受講生からは、

ない現実です。学生がゴルフ

だが、その中身に触れる前に

最大の課題は具体策の構築
に興味を示すのは、ゴルフ経

期待の中身は後述。まずは

90

現在で会員数は２５６大学、

う。この点についてＰＧＡの

です」
（小林勝法専務理事）

21

11

30

盛り上げます」

『長官杯・ゴルフフェスタ』

ＰＧＡとＧＭＡＣは、指導

■大学間の連携で、行政・企

成長も期待できる。今回の連
開始後を注視したい」

40

ツ産業を、２０２５年には

携はゴルフ産業が盛り上がる
から 万人以上が初めてクラ

30

15

ゴルフ市場が高齢者に依存

17

～ 授業に対応できるイメ

ための一助になると思います

「政府は５・５兆円のスポー

挨拶で、
供するほか、すでに展開中の

調印式には、同校４年生の

の会場には 名超の報道陣・

27

とが狙いとなる。

70

15

と定め、連携協力事項とし

に寄与すること

いる。活動内容は研究論文の

94

先細りは明らかだ。今回の三

18

これを逃せば後がない？
「三者連携」 で市場の若返り目指す
と日本プロゴルフ協会（ＰＧ

30

会（ＧＭＡＣ）は６月 日、

70

50

となくゴルフをやめてしま

10

10

10

10

験者は就活で有利ということ

45

10
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大学ゴルフ授業から見た市場考察 第五回

用したカリキュラムや、学校

体育ソフトボールと言わる用

フははじめての経験でしたが

「スクランブル方式でのゴル

んと参戦。

を見て参加、 位へ入賞した

二木ゴルフ筑波店でチラシ

つが、この観点からも３者連

われだしてかなりの年月が経

「ゴルフ市場の活性化」が言

携協力する運びとなった。

環境の改善に向けて３者が連

が調査で明らかにされ、教育

が多く教材とされている事実

だ。大学の体育授業でゴルフ

員会の３者が連携協定を結ん

フ協会、ゴルフ市場活性化委

大学体育連合、日本プロゴル

めに

持続可能な３者連携であるた

も言い尽くされてきた。
「学

るが、話は単純ではないこと

校体育への導入」が挙げられ

フ市場活性化策の１つに「学

ルフ授業

大学以外の学校期におけるゴ

きたいと考えている。

全国展開に向けて本格的に動

を整理し、２０１７年度より

育カリキュラムモデルと課題

王子モデル』として、課外教

年度末までに『Ｇちゃれ・八

ければ意味が無い。２０１６

えてしまわない展開にならな

課題を精査し、単発開催で終

ダーツ、カーリング、吹き矢、

型」種目には、ボウリング、

ゴルフ以外の「ターゲット

必修に向けて

学校体育での「ターゲット型」

行の学習指導要領に記載され

科書に掲載、２０１１年度施

００２年に学習研究社の準教

無償配布を精力的に行い、２

ール協会は、学校への用具の

時の全日本フラッグフットボ

れる。２０００年前後より当

ラッグフットボールが挙げら

動の成功例の１つとして、フ

界団体による教育参入普及活

材を開発している。また、業

具やルールをアレンジした教

一日楽しめました。パートナ

携に期待が寄せられているこ

校体育」とは小学校、中学校、

体育教育としてゴルフの展望

ーから誕生日プレゼントに貰

とは当事者としてよく理解し

催し、傘下会員各社が中心と
大会を考えていきたい」

ルールブックにはないゴルフ
優勝は、とし＆りかチーム

なって行う『ペア・スクラン
東我孫子ＣＣ（千葉県）で初
以下 位＝ＴＥＡＭ ＳＣＲ

（ネット ・４、グロス ）
、

ブルゴルフ大会』が 月 日、
開催。競技はスクランブルボ
ール（一人最低６Ｈを選択）
のダブルぺリア方式で行わ
れ、当日は小学生から 代ま
で幅広い層のペア 組（１０

位 ＝ Ａ ＆ Ｊ（ 同

位＝チーム竹内（同 ・６、

ＡＭＢＬＥ
（同 ・４、同 ）
、
）
、

・８、同 ）
、 位＝友人

同

チームアモーレ（ネット ・
４、グロス ）の森利治さん

恋人、親子などなど、老若男

友人同士をはじめ、夫婦や

と満面の笑みだった。

場」と見るならば、この連携

うし、大学体育授業を単に
「市

それ相当の時間がかかるだろ

に「果実」を得るまでには、

があるため、基本的にそれに

科学省が定める学習指導要領

要するに、学校体育には文部

「大学体育」とは区別される。

高等学校の正課体育を指し

づける」ような体育教育カリ

や「だんだんターゲットに近

用いることも含め、
「的当て」

入れられている種目や用具を

あるが、既に学校体育に採り

ペタンク等々、挙げれば多く

２０１６年６月 日、全国

女楽しめるスポーツ、それが

沿った教育内容が展開される

は、ビギナーの成島志乃婦さ

ゴルフ。今大会を起爆剤とし

は上手く行かないだろう。

位、 位、 位、 位、

て、当協会は引き続きゴルフ

員長の北條圭一氏（二木ゴル
フ）は、表彰式冒頭で次のよ
うに挨拶した。

ゴルフ用具を楽しく使って

造、
開発、
販売を行っています。

よう、日々ゴルフクラブの製

楽しいゴルフライフを送れる

ＪＧＧＡでは、みなさんが

ゴルフ熱を感じた次第です。

開催となりました。皆さんの

ら楽しいじゃないですか？

家族で一緒にゴルフができた

を目指すというのではなく、

緒に練習場へ行きます。プロ

フを始めまして、週に一度一

「娘（小５）は小１からゴル

さんによれば、

柴北藍）が選出。父親の昌義

本プロゴルフ協会から石川遼

二木ゴルフなど 社の他、日

イト、山本光学、ブロッサム、

キャロウェイ、キャスコ、ラ

ヂストンスポーツ、マルマン、

アクシネットジャパン、ブリ

ツ、テーラーメイド ゴルフ、

ミズノ、ダンロップスポー

ず、急激な変化を起こそうと

の担当教員の事情を理解せ

られている。そのため、現場

はごく当たり前な環境と捉え

たことであり、現場において

この状況は何十年も続いてき

様々な場で述べてきた。ただ、

題が浮き彫りになることは

ば、教場や用具など多くの課

大学ゴルフ授業を俯瞰すれ

あるが、おそらくこれらの多

るとの報告を時折聞くことが

校などでゴルフを導入してい

ーゲット型」とされる。小学

に分類している。ゴルフは
「タ

ール型」
、
「ベースボール型」

った運動を「ネット型」
、
「ゴ

学校体育では、ボールを使

が、大学体育にはそれがない。

ュラム開発が必要だろう。ゴ

フ」へも繋がっていくカリキ

させて行き、最終的に「ゴル

当てる（近づける）
」と発展

づける）
」→「道具を使って

づける）
」
→
「蹴って当てる
（近

る）
」→「投げて当てる（近

たり滑らせて当てる（近づけ

キュラムを検討し、
「転がし

授与された。

Ｂへ協賛各社から豪華賞品が

位、 位、 位、 位、Ｂ

位、

市場活性化に尽力していく。

位、

これ以外にもベストペア賞

もらいたい― 。そんな願い

をまたぐ連続性や体系性の観

ルフは既に大学体育ではメジ

点からのカリキュラム研究が

ャーな教材であるが、学校期
しているものと思われる。ま

望まれる。

くは体育ではなく「総合学習

た、
『高等学校学習指導要領

筆者・北 徹朗プロフィール

の時間」などを利用して実施
例えば、少しずつ進めなけ

解説 保健体育編・体育編』（文

１９７７年、岡山県生まれ。

すれば、当然反発も起こり得

ればならない案件に、大学ゴ

部科学省）
には、実は
「ゴルフ」

博士
（医学）
、経営管理修士
（専

る。

ルフ授業受講者向けの「コー

が明記されているが、体育の

門職）
。武蔵野美術大学身体

プロサインｃａｐの賞品協賛

スデビュープログラム」があ

専門課程を有する高等学校の

があった。この場を借りて御

る。正課授業とコースラウン

場合の基準となっている。

いだけ」という単純な話では

を連れてゴルフ場に来ればよ

施する。
「大学の先生が学生

ちゃれ）を今夏、試験的に実

授業との連携を模索した結

でも、義務教育における体育

フトボールなどの各競技団体

例えば、バレーボールやソ

授業研究会代表。

ゴルフ学会理事、大学ゴルフ

方面から研究している。日本

ツとしてのゴルフについて多

運動文化准教授。生涯スポー

ないため、実践例を積み上げ、

果、ソフトバレーボールを利

傘下会員17社他より賞品協賛

17

礼申し上げます。

ドをブリッジングさせるため

まぁ私の押しつけなんですけ
と照れ臭そうに話す。

の、課外教育プログラム（Ｇ

どね（笑）
」

「当初 ペアの募集を予定し

25

45

20

40

位（ 当 日 賞）
、

が設けられ、親子で参加した

■賞品協賛企業（順不同）

35

から今回のペアスクランブル

ナイス、バーディー！

特別賞の「シバチチ」チーム

50

プ幅の大きいグリーンや、
4

を企画しました。今後もカッ

40

30

市場の活性化だ。大会実行委

ていましたが、多数の応募が
シバチチチーム（柴北昌義＆

目的はズバリ、ゴルフ用品

27

あり ペア（１００名）での

18

72

15

74

人 組のベストボールなど、

った『ツアーワールド４５５』

ている。ただ、産業界が実際

67

62

70

70

10

2

5

4

7

35

1

2

67

78

当協会（東日本支部）が主

ペアー（同 ・８、同 ）が
ドライバーが大活躍でした」

69

18

70

ている。

70 72

7

50

3
70

5

4

従来からよく言われるゴル

０名）が参加。なかでも女性
続いた。優勝、 位、３位、

4

の参加率は 割を超えた。

女性参加率 割超！大盛況だった当協会
主催の
『ペア・スクランブルゴルフ大会』

平成28年８月１日発行（ 4 ）
第405号（毎月１日発行）

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

キャロウェイ
5

SRIXON DISTANCE
SERIES（2015）

2ピース

ダンロップスポーツ

5

Toe Up SERIES

キャロウェイ

2

915D2

チタン

アクシネット

2

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ
3

915D3

チタン

アクシネット

3

915F SERIES

アクシネット
4

M2

チタン

テーラーメイド

4

M2 SERIES

テーラーメイド
5

JGR

チタン

ブリヂストンスポーツ

5

RMX FW

ヤマハ
メーカー名

順位

2

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

2

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

ダンロップスポーツ
3

XXIO9 N.S. PRO

スチール

ダンロップスポーツ

3

RM-22

フォーティーン
4

M2

スチール

テーラーメイド

4

MD3 MILLED SERIES

キャロウェイ
5

SRIXON Z545 N.S.
PRO

スチール

ダンロップスポーツ

5

RM-21

フォーティーン
構造

メーカー名

順位

調査「ＹＰＳゴルフデータ」

今回は弊社小売店実売動向

いものの、その他のカテゴリ

ては比較的マイナス幅は少な

して扱われている商品につい

やグローブといった消耗品と

「２０１５年問題」が顕在化

り業界内で危惧されてきた

こうした現象は、かねてよ

す。

月累計）のデータを読み解き

の２０１６年上半期（１‐６

したと考えることができま

す。つまり、国内ゴルフ産業

ーは ％台前半から中盤とな
っており、パターに至っては

は
「シニアゴルファー減少
（に

ながら、
「この半年間はどの
ような市場環境だったのか」

％台を割り込んでいます。

こうした傾向は、私が定期

よる総ゴルファー数減少）
」

について考えてみたいと思い
ます。

現在私は「２０１６年版ゴ

の時代に差し掛かったので

ルフ産業白書」の発刊に向け

す。
昨年末あたりから今年にかけ

的に実施している小売店取材

て小売店サイドから数多く挙

最終の市場規模策定作業を行

の結果とも符合しています。

別掲の表は、
「ＹＰＳゴル

っていますが、２０１６年の

―「客数減少」
「単価上昇」

フデータ」にて集計している

がるのは「レジ通過数が減少

市場規模は上述した「ＹＰＳ

が顕著に ―

ゴルフ用品カテゴリーの上半

した」
「来店するお客様の数

データとリンクした数値とな

が減った」という「客数減」

っています。つまりメーカー

¥+2

¥11,716

¥+770

¥+2,023

キャディバッグ

147,459

95.2%

91.1%

3,015,812

103.1%

108.3%

¥20,452

¥+1,576

¥+3,239

1,449,853

98.2%

97.3%

1,803,040

100.4%

98.7%

¥1,244

¥+27

¥+18
30,642,675

97.2%

95.9% 56,957,594

101.1%

104.6%

中高年ゴルファーといえば、

今、企業がそうしたビジネス

実のものとなり始めている

ます。ゴルファーの減少が現

を志向するのは当然といえば

くてやめた」
「理由はないが

えても飛ばないのでつまらな

「収入が減った」
「クラブを替

ては「加齢」
「仲間が減った」

故減少しているのか？につい

数、購入点数がここにきて何

「減った分の穴埋め」
、つまり

固めつつも、どのようにして

当然の理論です。
「守り」を

ゼロに近いというのも、また

曲線を描く可能性は限りなく

ス」では今後市場が再び成長

少するのに合わせたビジネ

しかし、
「ゴルファーが減

当然といえます。

何となくゴルフに対する情熱

新しいゴルファーを育ててゆ

そうした中心顧客の来店

ません。

ここまでのゴルフ産業を支え

60

が冷めた」など人によって

¥+3,539

ボール

様々であり共通した仮説を導

¥+1,613

くのか。一方でそうした「攻

¥20,736

め」
「種まき」といった活動

103.2%

き出すのが現時点では難しい

96.2%

のですが、どのような理由が

3,140,586

を実行に移さねばならぬこと

85.6%

を今回のデータは指し示して

88.7%

あるにせよこれまで小売店の

151,453

売上の柱であった中高年ゴル

¥+1,462

パター

先ず目に付くのは、全カテ

¥+606

いると言えるのではないでし

¥12,953

ょうか。

103.1%

ファーの減少を肌で感じてい

101.8%

る現場の危機感は相当なもの

91.4% 15,435,582

ゴリーで販売数量が（前年比、

97.0%

前々年比いずれも）マイナス

¥+3,565

1,191,633

グローブ

合計

ＰＳゴルフデータ」
）

（出典：矢野経済研究所「Ｙ

アイアン

日〜５月 日

4

期累計の販売数量及び金額、

更に突っ込んで話を聞く

各社は「出荷数量自体は減少

¥263

111.5%

¥+2,051

５月

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2016）

平均実売価格を示したもので

と、減少しているのは 歳以

しても、単価を上げて売上
（収

98.0%

99.8%

¥31,738

部門別売れ筋ランキング 

ダンロップスポーツ

シリーズ リアルマーケットレビュー ２
２０１６年用品市場 上半期総括

3

ゴルフデータ」の上半期累計

上の中高年ゴルファーが中心

益）を確保する」という、言

98.0%

5,078,518

106.7%

＝矢野経済研究所＝

ダンロップスポーツ

に関するコメントです。

である、という点も各店舗で

わば「守り」のビジネスに転

7,001,913

92.3%

102.5%

国内大手調査会社。約１５０人の調査員が「生活周辺」
「情報通信」
「ライフサイエンス」
「イン

1

PUTTER BEST５

す。

共通している傾向です（勿論

じている、ということになり

96.2%

93.3%

94.7% 21,482,144

ダストリーテクノロジー」などの６万社以上を調査。スポーツ用品市場は約４５０社を調べ、

3ピース /
4ピース

ゴルフ用品市場も緻密な調査を行っている。
（コメント：三石茂樹）

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

「当期（５月）も前年同期比での数量ベースでの減

3

少基調が引き続いています。ウッド市場では中旬よ

ダンロップスポーツ

アクシネット

ドライバー2位＝915D2
2

りタイトリスト『９１５シリーズ』のマークダウン

XXIO9 FW

WEDGE BEST５

〈カテゴリー別販売数量、金
年１‐６月累計）
〉

額、平均実売価格（２０１６

その層がすべてという訳では

97.3%

433,464

95.9%
ウッド

31

アクシネット

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

販売が開始され各店舗で好調な販売を記録していま

1

90

ありませんが）
。 歳以上の

¥+5
26,591,950

シューズ

676,863

（矢野経済研究所 三石茂樹）

年間累計(2016/01-2016/06)

であると私自身は感じていま

金額単位：千円）

となっている点です。ボール

前年比

キャロウェイ
2

3ピース /
PRO V1 SERIES（2015）
4ピース

すが、
それでも販売数量の底上げには至っていません。

ダンロップスポーツ

９０

てきた「中心顧客」に他なり

60

前々年比
前年比
前々年比
前年比
前々年比

平均実売価格
金額
数量

キャロウェイ
ブリヂストンスポーツ
2ピース

当データの集計対象ではありませんが、ゴルフウエ

カーボン

BALL BEST５

1
1

アの販売も厳しかったという声が小売店から挙がっ

チタン

シャフト

ODYSSEY WORKS
SERIES
TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

ており、
“ゴルフはしているが道具は買わない”とい

XXIO9

うゴルファーが増えているように感じています」

XXIO9

IRON BEST５

メーカー名

1

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

順位

メーカー名

1

順位

メーカー名
順位

FW ＆ UTILITY BEST５
メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

（数量単位：本、個、足、枚

1

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

第405号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成28年８月１日発行

日（ 火）
、

①応募状況について

て
で進める。

ＥＢで紹介する。片観音６Ｐ

ナー」及び「大型レンジ」に

②主催者企画「総合試打コー

加えると定員をオーバー

ついて

現状 名だが、見込み者を
②収支見込みの確認

主催者企画の「総合試打コー

大
｢型レンジ に
｣ついて提案
が有り審議された。

ナー」とその企画を実施する

④受講生増加の為、会場その

８月 日の講義終了後に福

③夕食懇親会について

場所：東我孫子ＣＣ（千葉県

・総合試打コーナーは 打席

①「東日本支部」概況

務局でコースを訪問予定
他座席の再確認

④ 月 日に競技委員長と事
⑤前泊スタッフの調整

議題 ―２、検討事項

・詳細は 月の実行委員会で

を有料提供する。

星酒家にて開催。

６面：協会関連事項を掲載。
我孫子市）

開催日：７月 日（月）

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
募集： 組 名

平成 年９月 日（火）

議題 ―２、次回委員会の日程

１～３面：「２０１６年版ゴ

９月号の編集について

ュー２」を掲載。

協 会 関 連 事 項
年６月

広報委員会
平成

①都内開催の利便性から、個
る。条件は以下の通り。

別科目の受講を試験導入す

て

④早期出展を促す企画につい

③会場ゾーニングについて

提案する。

現況： 組１０４名の申し込

・資格認定はナシ。

⑤ビジネスタイムの設定につ

１～２面：「平成 年度通常
●
「

理事が担当。

監事が担当。
一回ゴルフフェスタ」開催の

登録数：８８８９名

日時：８月 日（月）

③「中部日本支部」概況

ト５組

７月 日の予定。

・受講生へのテキスト配布は

の確認

６面：協会関連事項を掲載。

ュー２」掲載。

タ」
、
「リアルマーケットレビ

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

場考察」を掲載。

て

・ゴルフフェアの課題につい

・大体連との協定について

直しと費用の削減について

・ＪＧＧＡニュースの制作見

議題 ―４、その他

定。

定

①ＧＭＡＣと大体連の連携協

界の協力について

２）大学体育授業における業

その他活動の報告

②「楽ゴル」

ビュープログラムについて

議題 ―３、ＰＧＡのゴルフデ

募集： 組１６０名

古屋市）

場所：緑ヶ丘ＣＣ（愛知県名

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
議題 ―５、次回委員会の日程

【会員数】
（６月 日現在）

み。定員超だが、全組受け入
れる。

・過去の資格取得者に対する

ルフ産業白書」報告記事を掲

最終確認：ルールと当日の役

追加知識の習得を目的とす

いて

載予定。

割分担を確認。参加者への案

⑥有料コンテンツ案について

報告。
「大学ゴルフ授業から

日（ 火）
、
内は７月１日に配布。

る。

・小委員会で検討する内容に

３面：「ジャパンゴルフフェ
①「ゴルマジ！」第３期目の

年７月

協会事務局内にて標記委員会

・今年度は委員の企業内での

ア２０１７出展社説明会」報
募集状況

平成
を開催した。

②「西日本支部」概況

試行実施とする。

番ホール」：酒井直人

４面：「西日本支部ペアスク
議題 ―１、
「ゴルフ市場活性

場所：よみうりゴルフＷＥＳ

日時：７月 日（木）

ついて事前に集められた各実

●
「

ランブルゴルフ大会」
、
「Ｇち
化の動き」について

行委員からの選択結果より

７月号について

番ホール」：吉本政雄

総会」開催報告の記事を掲載。
ゃれ」
、
「スポーツ庁長官杯第
１）関連企業活動状況

②委員の役割分担確認

見た市場考察」を掲載予定。
タ」
、
「リアルマーケットレビ

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

ー」を掲載。
ュー２」を掲載予定。

告記事、
「市場活性化コーナ

ーカップゴルフ大会」の案内、

４面：「第６回インダストリ
クーポン発行数：８４８１回

８月号の編集について

６面：協会関連事項を掲載予

１面：「２０１６年第２回ゴ
平成 年８月 日（月）

「大学ゴルフ授業から見た市

ルフサミット会議」の報告記
番ホール」：伊藤隆志

事を掲載。
●
「

理事が担当。

第４回

年７月

日（ 火）
、

インダストリーカップ委員会

平成

ＰＧＡは５月 日に「ユニ

「体感型イベント」の２案件

・実行委員を３名増やす。

を採用することとなった。
議題 ―３、次回委員会の日程

・小委員会の班分けは後日メ

平成 年９月 日（水）

議題 ―２、次回委員会の日程

ールにて行う。

平成 年８月 日（木）

ジャパンゴルフフェア

２０１７
第４回実行委員会
日（木）
、
㈱大広内のプレゼンテーショ

ご支援ご協力を賜り、厚くお

平素は、当会事業に格別の

【当協会夏期休暇のお知らせ】

協会からのお知らせ
ンルームＡにて標記委員会を

年６月
パッケージ」のテストマーケ

開催した。

礼申し上げます。

平成
ティングを開始した。当協会

議題 ―１、
「ジャパンゴルフ

ットシステムオールインワン

としては、ゴルマジ用セット

フェア２０１７」について

６月 日に大体連、ＰＧＡ、

クラブを加藤農園ゴルフリン

ＧＭＡＣの連携協定調印式が
各団体の活動状況を報告す

クスに８セット、桜ノ宮ゴル

終了した。
る。ＮＧＫは、学生とゴルフ

①ＰＧＡからの展開企画の現
状報告
②設備・備品パッケージにつ
いて
【審議事項】

８月 日（木）～ 日（水）

【休業期間】

ていただきます。

間の当協会業務を休業とさせ

誠に勝手ながら、下記の期

場の接続プログラム「Ｇちゃ

議題 ―４、次回委員会の日程

講習会委員会

① 出
｢展のご案内 に
｣ついて

出
｢展のご案内 訴
｣求要素
について提案が有り審議され
た。

日（ 火）
、
ョートアイアン、左用クラブ

・事務局より提案された大枠

年７月
込みがあった。

を開催した。

協会事務局内にて標記委員会

告記事、
「大学ゴルフ授業か

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

（８月 日、 日、 日、

尚、８月 日（木）午前９

日をお休み致します）

時 分より通常業務を開始い
たします。

何かとご迷惑をお掛けしま

すが、何卒ご了承くださいま

が不足している。

品販売技術者講習会」につい

すようお願い申し上げます。

議題 ―２、
「ペアスクランブ
ルゴルフ大会」について

を誌面で訴求し詳細内容はＷ

③アンダーハンディ部門の賞
品を決定

② 参加のしおりの確認

平成

【報告事項】

フクラブに６セット送付し
当協会は７月１日より大体

予定。

を開催した。

平成 年９月 日（火）

た。

れ」を８月５日、 日に開催

載。

連を通じて授業用クラブの提
に提供可能数を調査し、８月

供希望先を募っている。７月
プ」について

に各社から商品提供を頂く。

議題 ―１、
「第６回ジャパン

容」を掲載。

① 現在の参加申込状況

特に男性用女性用ウッド、シ

ゴルフインダストリーカッ

４面：「東日本支部ペアスク

・ 社 チーム１８０名の申

３面：「全国大学体育連合と

ランブルゴルフ大会」開催報

の連携に関する記者発表の内

協会事務局内にて標記委員会

25

ら見た市場考察」を掲載。
タ」
、
「リアルマーケットレビ

17

17

16

２面：「ジャパンゴルフフェ

23

21

15

18

ア２０１７」出展の案内を掲
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28

28

22

28

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
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「ゴルフフェア見学ガイド」

③テキストの修正と試験問題

を開催した。

協会事務局内にて標記委員会
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