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いまゴルフクラブのシャフト
になくてはならない材料、炭
素繊維の話をしたいと思いま
す。炭素繊維は、いまではボー
イングなど航空機で一般に知
られるようになりましたが、

ルクを調整でき、様々な使用者にあった設計
ができる。日本では団塊世代のゴルファーが
力の衰えをカバーするため、シャフトはます
ます重要になります。いま以上にシャフトを
軽くしてヘッドスピードが落ちても飛距離が
落ちない設計ができる。最近は炭素繊維を結
びつけるマトリックスのエポキシ樹脂の開発
が進んでいます。最新の技術が、カーボンナノ
チューブというナノサイズの材料を樹脂中に
分散させ、強度アップできたことです。
　炭素繊維を使った最先端のスポーツ技術は
一般産業への応用が進んでいます。トヨタ自

動車のFCVの水素タンクの強度部材に炭素繊
維が使われており、その樹脂加工を当社で行
っています。地球温暖化対策の二酸化炭素排
出量削減のため電気自動車と並ぶ燃料電池車
に使われています。他にも風力発電の風車の
ブレードや産業機械へ用途が広がっていま
す。その先鞭をつけたのがシャフトをはじめ
とするスポーツ用具であることは紛れもない
事実です。今後さらなる材料の進化で高機能
クラブの設計を進めたいですね。

（ミズノ　樋口良司）

最初に使用したのがスポーツ用具。ゴルフの
シャフトはもちろん、スキー板やテニスラケ
ットです。シャフトを最初に市場に出したの
は、米国アルディラ社で40年以上も前です。
　スチールシャフトより断然軽くヘッドの質
量を重くでき、飛距離アップにつながるし、ト

過去最高を更新
5万7197名で賑わったJGF
当協会が主催する「第52回ジャパンゴルフフェア
2018」（パシフィコ横浜、3月23日～ 25日）が閉幕し
た。昨年から3月の横浜開催になり、今年で横浜開催
は2回目。昨年は過去最高の5万6163名の入場者数
を記録し、今年は動員目標6万人を目指し、会期時間
を23日、24日の両日で1時間ずつ延長。結果、昨年を
上回る5万7197名を動員し、過去最高記録を更新し
た。

昨年から実施された物販コーナーも今年は拡大。さ

らに「試したい」「買いたい」という来場者の要望に
応えるため、試打席や物販コーナーは多くの人が詰
めかける盛況ぶりを見せた。

２面＝	「ジャパンゴルフフェア２018開催速報」
３面＝	「ウィズ・エイジングゴルフ協議会研究報告」
６面＝	「市原市ゴルフきっかけ体験」
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 開催報告速報

　当協会主催の「第52回ジャパンゴルフフェ
ア2018」（パシフィコ横浜、3月23日～ 25日）
が盛況のうちに閉幕した。昨年から横浜開催
になっての2回目。横浜開催第1回目は開催会
場が東京から横浜に移ったことで、「来場者
が減るのでは？」という不安の声も聞かれた。
しかし、昨年は過去最高の5万6163名を動員。
今年は昨年達成できなかった6万人の動員を
目指すべく、初日、2日目の開催時間を1時間
ずつ延長。結果、昨年を上回る5万7197人を動
員した。
　今回の出展社数は206社（前年実績186社）、
うち107社が継続出展社で99社が新規または
一昨年以前の出展社となった。この全体に占
める割合は、例年と変わっていないことから、
ジャパンゴルフフェアの募集方法、出展形体
の再考、またフェア自体のさらなる公知が課
題となる。ただ、肌感覚ではあるが、女性来場
者の増加が認められ、ファミリー層、カップル
での来場を促進したコンセプトが奏功した結
果となっている。

パーツコーナー、シャフトコーナー、
地クラブコーナーが活況を呈したJGF

　その中で活況を呈したのが、パーツコーナ
ー、シャフトコーナー、地クラブコーナーで、
それぞれシャフトコーナーには16社（単独出

展社の追加出展も含む）、パーツコーナーには
24社、地クラブコーナーへは6社が出展（パー
ツコーナーと地クラブコーナーの出展社も重
複あり）となった。
　パーツコーナーの出展社は、
「当社のような個人経営のパーツメーカーは、
1社単独での出展では集客も多くを望めず、
スタンダードの出展費用では到底費用効果を
求められません。そのような意味では、集客、
出展費用の面から判断しても、大きな成果を
挙げられたと思います」
　一方、シャフトコーナーでは、カーボンシャ
フトとスチールシャフトの製造工程、シャフ
トの動きやその効能を紹介。ギアマニア垂涎
のコーナーとなっていた。
　さらに、シャフトコーナーでは、当協会製造
渉外委員会がまとめた「ゴルフクラブのスペ
ック測定に関するガイドライン（シャフト
編）」の原案を掲示。その原案をもとにジャパ
ンゴルフフェアのシャフトコーナーで、原案
に関してのアンケート調査を実施。多くの意
見が寄せられている。
　また、地クラブコーナーでは、シャフトメー
カー、ヘッドメーカー、グリップテープメーカ
ーなど多彩な地クラブ関連企業が出展。特に、
飛距離に特化したエスティバンゴルフと日本
プロドラコン協会は飛距離増大に特化したレ
ッスンなどを開催。常に多くのゴルファーを

集客していた。
　日本プロドラコン協会の松谷伸次代表理事
は、
「可能であれば、来年は大々的に地クラブコー
ナーで飛距離に特化したレッスン等をPRし
ていきたいと思っています」―。
　
販売コーナーも大盛況

　昨年からスタートした販売コーナーも盛況
のうちに幕を閉じた。展示会場2階アネック
スホールで当協会が主催、二木ゴルフ、有賀園
ゴルフの協力のもと開催された「JGF販売コ
ーナー」。昨年の反省から、導線を改善。販売ス
ペースも拡大した。二木ゴルフは昨年よりス
タッフを増員。多くのゴルファーに対応して
いる。
　一方で出展社ブース内販売でも多くの出展
社が来場者へアピール。30社以上がブース
内販売を行い、概ね好調に販売が推移した。
　これらから、これまでのジャパンゴルフフ
ェアは、「見る」「体験する」の2つが来場者の
主たる目的となっていたが、それに加え「買
う」ことがひとつの目的になっているような
印象が強いジャパンゴルフフェアになったと
いえるだろう。
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　ジャパンゴルフフェア2018で、ウィズ・エ
イジングゴルフ協議会（参画団体：関東ゴルフ
連盟、日本芝草研究開発機構、日本ゴルフ場支
配人会連合会、日本女子プロゴルフ協会、日本
プロゴルフ協会）、国立長寿医療研究センタ
ー、東京大学、杏林大学の共同研究発表会が開
催された。
　発表内容は『ゴルフで認知症予防～記憶力
がゴルフで改善～』というもので、「高齢者
の認知機能低下予防におけるゴルフ効果検
証」というゴルフ業界にとって画期的といえ
る発表内容となった。
　そもそもゴルフによる認知機能低下の予防
効果を科学的な根拠に基づき実証するために
結成されたのが「ウィズ・エイジングゴルフ協
議会」で、登壇者は、下記の7名。
■髙橋正孝：ウィズ・エイジングゴルフ協議会
会長（（一社）関東ゴルフ連盟理事長）
■田村和男：ウィズ・エイジングゴルフ協議会
副会長（日本ゴルフ場支配人連合会会長）
■倉本昌弘：（公社）日本プロゴルフ協会会長
■小林浩美：（一社）日本女子プロゴルフ協会
会長
■鳥羽研二：国立長寿医療研究センター理事
長・総長
■島田裕之：国立長寿医療研究センター・予防
老年学研究部部長
■神崎恒一：杏林大学医学部高齢医学教室教授
　以下、記者発表の内容の一部を紹介する。
高橋氏　まず、当組織ですが5つの団体で構
成されておりまして、平成28年3月に設立し
て、ゴルフの認知症に対する効用を検証して
おります。今回、その検証結果を発表させて頂
きます。埼玉県を中心に説明会を開催し、65
歳以上のノンゴルファー（ラウンド年１回以
下）を中心に、研究協力を依頼。全体では106
名が参加し、うち53名が健康講座を受講。残
り53名が平成28年10月より半年間にわたり、
6ヶ月のカリキュラムでゴルフスクールに参
加しました。スクール開始時と終了時の医療
的な見地で研究を行いました。これから発表
させて頂く成果をもとにして、65歳以上の
ノンゴルファーにゴルフを推奨するプロジェ
クトを進めていきたいと考えています。

ゴルフは運動をして、頭を使い、
社会的ネットワークを持つ

島田氏　ゴルフで認知症予防というと無関係
なイメージがありますが、実際、検証してみる
と素晴らしい効果が得られています。
　まず、認知症の問題は高齢化と密接な関係
にあり、80歳代に近づくと急激に増加傾向
にあります。世界の人口高齢化の中でも、アジ
ア地域で65歳以上の高齢者の増加する傾向
が強く、アジアでは認知症の問題が大きくな
ってきます。そこで、今すぐにでも出来る予防
手段を明らかにして、広い範囲で予防活動を
行ってもらなければなりません。
　具体的には、認知症を発症する危険因子の
影響度ですが、糖尿病、高年齢からの肥満、鬱、
喫煙などがありますが、最も影響する要因は、
身体的な不活動（運動不足）が挙げられます。
　また、認知症予防には認知的予備力（頭の体
力）があり、運動や脳トレなどで頭の体力が鍛
えられます。それに加え予防には、社会的なネ
ットワークが必要です。様々な方々とお話をし
て交流をもつことが効果的だということが分
かっています。この運動、そして打数を思い出
すなどが脳トレとなり、同伴競技者と会話をし
ながらラウンドする社会的な活動の3つを1度
にできるのがゴルフということになります。
　今回の研究では、ゴルフが高齢者の心身の
状態にどのような影響を及ぼすのか。それを

検証したというわけです。
　実際には53名の高齢者を対象に、6ヶ月に
わたり週1回（計24回、90分の練習×14回、
120分のコースレッスン×10回）を行いまし
た。具体的には6週目まではスナッグゴルフ、
7週目以降はゴルフクラブでの練習、15週目
以降はゴルフコースとなっています。
　結果としては、2つの簡単な指標ですが、単
語記憶が13から14へ1ポイントほど増加、論理
的記憶は14.5前後から16くらいまで1.5ポイン
トほど増加しています。また、驚くべき事はゴ
ルフスクールの出席率は98.9％と驚異的で、
インストラクターの素晴らしい指導とゴルフ
の高い魅力が影響していると思われます。
倉本氏　これまでゴルフが健康に良いことは
分かっていましたが、余り信用されていない
側面がありました。それを今回、医学的な見地
から説明してくれたわけです。
　常々、ゴルフ健康寿命延伸を公言してきま
した。そのような意味では、これを機にゴルフ
を続けてもらいたい。また、90分の練習、
120分のコースレッスンは最適な長さなのだ
ろうと思います。今後のレッスンの指針にも
なりますね。
鳥羽氏　これまで高齢者のスポーツはゲート
ボール、グランドゴルフなどがありましたが、
先の運動、脳トレ、社会的ネットワークのほか
に、ゴルフでは四季を感じることが出来る。そ
れは大きな利点となります。

ゴルフは認知症予防に効果的！
ウィズ・エイジングゴルフ協議会が検証報告



　英R＆Aは3月24日、ジャパンゴルフフェア
の2日目にR＆A用具規則フォーラムを開催し
た。最高技術責任者のスティーブ・オットー博
士（用具規則ディレクター）が約60分間にわ
たり、R＆Aの近況やペンデュラムテスト機
器の改良等について話したもの。具体的には、
1　ペンデュラムテスト
2　ボールテストと提出手続きの更新
3　用具規則についての最新の情報
　の3点だが、最大の関心事は昨年のフォー
ラムで導入を示唆したゴルフクラブの「長さ
規制」における進捗状況。しかし、これについ
ては言及せず、質疑応答で聴衆からの質問に
答える形で説明した。
「長さ規制については、現段階で新たなことは
何も決まっておらず、ゴルフ用品メーカーは
今まで通り、従来の手順で進めてもらいたい。
この件については、一度立ち止まって考える
ことが大事だと思っており、大きな視点で再
考したい」
　と、事実上「白紙撤回」ともとれる考えを明
らかにした。

　これを受け、フォーラムに参加した業界関
係者からは、
「R＆Aは長さ規制の導入を試みたが、苦労し
ている様子が伺える。しばらく導入されない
という感触が得られたことは、ひとつの収穫
だと思います」
「整備されていない問題が沢山あり、R＆Aの
思惑だけでは進まない状況だったのではない
でしょうか。苦しそうな立場が明らかになっ
たと思います」
　などの声が聞かれた。
　とはいえ、R＆Aは飛距離アップに関わる
昨今の状況については、相変わらず懸念を抱
いているようで、
「我々は、世界のツアーにおけるドライバーの
飛距離を継続的に調査しています。これによ
ると、昨年は前年比で平均3ヤード伸びてお
り、JGTOに関しては7ヤード以上伸びてい
ることが確認されました。この調査結果は3
月5日にまとめたレポートを配信しています
が、今後、関係者とオープンなコミュニケーシ
ョンを図るため、希望者にはこのような情報
を配信したいと考えています。
　また、多くの業界関係者へのヒアリングも
続けていく方針で、皆さんからの情報をお待
ちしています」
　R＆Aの関係者は、3月23日から宮崎県で開
催された「アクサレディス」の練習日に足を
運び、2日間で111名の選手に対して121本の
ドライバーの反発係数を調べたという。その
結果、
「いくつかの問題点が見つかりましたが、全体
的には少なかった。（不適合が確認された選
手は）別のクラブに交換して、全員が適合ク
ラブで試合を行いました。このような調査の
機会を今後、増やしたいと考えており、その情
報も共有したい」
　このような文脈で、フォーラムでは改良を
加えたペンデュラムテスト機による計測手順
に説明の時間を費やした。動画により検査担
当者の手順を示したもので、セット時のセン
ター位置の確認や、4つのレーザーポイント

を使ったフェース向きの調節、確認方法が映
し出された。
「計測で一番大事なのは、カーボン紙を通して
計測するため、測るたびにフェース面をキレ
イに拭き取ることです。この点を疎かにする
と正確な数値が得られにくくなるので、注意
してもらいたい」
　質疑応答では、ペンデュラムテスト機の購
入に関わる質問も出た。購入するためには、
R＆Aから自社がクラブメーカーであること
の承認を受けるなど、いくつかのプロセスを
踏まなければならないが、
「正規のペンデュラム・メーカーはアジア圏内
に3社あります。台湾に2社、日本に1社だが、
それ以外で購入したい場合は、グーグルで『ペ
ンデュラムサプライヤー』を調べればわかる
と思います」
　と説明するにとどまった。
　R＆Aは毎年、ゴルフフェアを機に国内の業
界関係者と交流の場を設けているが、過去数
年の流れを見るにつけ、
「日本の関係者と、情報交換を含めたコミュニ
ケーションを図りたい」
　との姿勢が、前向きになっている印象があ
る。諸事の連絡ごとはメール配信によるもの
で、送受信に不具合がある場合は「未達」とな
る懸念もあるため、
「このような機会に名刺をもらえれば、我々が
調べた様々なデータを配信します。希望者は
申し出てください」
　と、世界第2位の市場規模をもつ日本の関係
者に、歩み寄りの姿勢が伺える。長さ規制の「白
紙撤回」への言及もその表れかもしれない。

長さ規制は「白紙撤回」なのか？
R&Aフォーラムで語られたこと
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　当協会が主催するゴルフ用品セミナー「信
頼されるクラブアドバイザーになろう！」が、
ジャパンゴルフフェア2018で開催された。講
師は、ユニバーサルゴルフ社の村田辰也代表
取締役。同氏は毎年ゴルフ用品総合カタログ
を発行する傍ら、2011年2月からプロのクラ
フトマンになるための強化書「PCM」を年4回
発刊。クラブやパーツの静的データの計測だ
けではクラブの選択方法が分かりにくいとい
うことで、動作解析システム「ギアーズ」を導
入。ゴルフクラブの専門家として、今回のセミ
ナーでは“信頼されるクラブアドバイザーに
なるため”の基礎セミナーを開催した。
　以下、その一部を抜粋して紹介する。

いる点からスイートスポットまでの高さを垂
直に計測。ほかには、リーディングエッジの最
下点からスイートスポットまでを計測。また
は、リーディングエッジからスイートスポッ
トまでフェース面に沿って計測する方法があ
ります。カタログなどの数値だけを見て、重心
高の高低を判断するのではなく、計測方法も
理解の上、判断して頂きたい。

ロフト角とは？

　一般的にいわれるロフト角の計測法はリア
ルロフトで、シャフト中心線を垂直に立てて、
フェースアングルを0度に設定した状態で、
フェースの中心点の傾き角を計測したもので
す。一方で古くは、コンベンショナルロフトと
いうものがあります。ソール基準で計測する
方法で、パーシモン時代に多用されていまし
た。フェースアングルの影響を受けにくい計
測方法です。ただし、昨今のドライバーはソー
ル角があるものが多く、ゆえに、シャフト軸基
準の測定方法が工房では一般化しています。

効き目とアドレスで見た目が変わる

　次に、これは新しい概念だと思います。アド
レス時の手の位置は左、中、右と3タイプ見受
けられます。さらに、アドレス時のボールの位
置も左、中、右と3タイプあります。その理由
として、効き目が影響していると思われます。
ほとんどは右目が効き目のゴルファーです
が、左目が効き目のゴルファーは、右方向に視
線を向ける傾向があります。その結果、右利き
のゴルファーは右側にヘッドをセットしたく
なる傾向があります。
　それがスクエアなアドレスと認識している
ゴルファーがいます。つまり、フェースアング
ルが販売員とゴルファーで異なる見え方がす
る場合もあります。ですので、販売現場でアド
レスを確認することをお勧めします。同じク
ラブでも手の位置とボールの位置で、ロフト
角は約5度変わることもあります。

ライ角とは？

　公式の計測方法はソールの接地点が左右均
等になる時のシャフト軸の角度と定義してい
ます。パーシモン時代から計測方法を継承し
ています。この方法は、接地点がフェースセン
ターの真下にある場合はライ角計測に影響し
づらいですが、特に昨今のドライバーは、接地
点がトゥ側にあるクラブが多い。そのような
クラブを公式計測法で計測するとアップライ
トなライ角になります。
　一方で、アドレス時のライ角は日本人の場
合、40度から45度となります。ひとがクラブ
を構えた時、トゥ側のクラウンの盛り上がり
を見ている場合が強いので、クラブの静的な
ライ角とアドレス時のライ角には15度から
20度の差があることを御理解ください。

スイングウエイトとは？

　実はスイングウエイトはバランス計がなく
ても、計算式を憶えていれば計測可能です。例
えば「D0」は、15,373.92g･cmという数値を
表しています。バランス1ポイントが増減す
るごとに126.01g･cm変わります。計算式は、
「クラブエンドからクラブ重心位置までの距
離」から「14インチ」を減算した数値に、「ク
ラブ重量」を乗算します。
　一般的には振り心地を表した数値といわれ
ていますが、パーツの重量、長さが異なっても
「D0」になる場合もありますが、必ずしも同じ
振り心地にならないということを御理解頂き
たい。

　セミナーの一部を紹介したが、そのほかに
は振動数とキックポイント、慣性モーメント
について、FPとオフセットの違いなどが説
明され、有意義なセミナーとなった。

※このセミナーで使用された資料は、当協会
HPにて公開しております。合わせてご覧くだ
さい。

信頼されるクラブ
アドバイザーになろう！ ゴルフ用品セミナー開催

　今回、クラブアドバイザーという名称を付
けましたが、ゴルフクラブの販売する方を総
称しています。一般的にはクラブ販売員、フィ
ッター、クラフトマンに職種、知識レベルで分
けられます。日本には800店舗ほどの個人経
営工房があり、個人的な意見ですが、そのうち
100人ほどが技術レベルの高いクラフトマン
だと思います。その人数を増やす手助けにな
ればと考えています。

重心高の計測方法は3つある

　今回のセミナーでは、まずドライバーヘッ
ドの基礎知識です。特に重心高の計測方法は
3つあります。当社は地面にソールが接して
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　ゴルフ場数日本一を誇る千葉県市原市はそ
の特長を生かして、市原市と市原市ゴルフ場
連絡協議会が、ゴルフ場などと連携して「ゴル
フの街いちはら」事業に取り組んでいる。そ
の一環として、（公社）日本パブリックゴル
フ協会、（公財）日本ゴルフ協会、当協会の協
力のもと、ゴルファー育成ワーキング（林一郎
座長／千葉よみうりカントリークラブ）では、
一般のゴルフ未経験者で実績がある「手ぶら 
de ゴルフ」のプログラムを活用して、市原市
内の小学生を対象に「ふるさと学習」の一環
として、平成29年12月10日から同20日まで
「ゴルフきっかけ体験」を開催した。
　参考イベントとなった一般のゴルフ未経験
者を対象にした「手ぶら de ゴルフ」は、8月
1日に千葉よみうりカントリークラブにて6
名が参加。また、11月開催では、市原市が11
月1日に発行した広報誌「いちはら」で参加者
を募集。11月23日に千葉よみうりカントリ
ークラブで20歳代から70歳代までの合計23
名が参加した。その次のステップであるスク
ランブルゴルフで7ホール連続プレーと、安
全とプレーペースを学ぶ「ラウンド体験」に
は12月開催で9名が参加している。
　一般の部の参加者は、
「ボールを打つのは難しい」
　と話しながらも、笑顔でコースを回り、ゴル
フの魅力を発見した様子だったという。
　一方で小学生を対象とした「手ぶら de ゴ
ルフ」の「ゴルフきっかけ体験」は、下記の通
り、8ゴルフ場を会場に8小学校の児童280名
が参加した。
　同ワーキングでは今後、プロゴルファーの
指導による「プチゴルフ教室」などへの移行
を図り、着実にゴルファー育成につなげたい
構えで、当協会も今回25本のジュニアクラブ
を提供しているが、継続的に協力していく計
画だ。

千葉県市原市「手ぶら de ゴルフ」「ゴルフきっかけ体験」
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「2月は天候の影響（寒波）でプレー環境が厳し

く、消耗品及びソフトグッズ類の販売は厳し

かったものの、テーラーメイド『M4』シリーズ

及びキャロウェイ『ローグ』シリーズを中心と

した新製品効果により、クラブ市場は引き続き

活発に推移した」

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

1 M4 コンポジット テーラーメイド 1 M4 FW SERIES テーラーメイド

2 XXIO X チタン ダンロップスポーツ 2 XXIO X FW ダンロップスポーツ

3 ROGUE STAR チタン キャロウェイ 3 XXIO X Hybrid ダンロップスポーツ

4 M3 460 チタン テーラーメイド 4 M4 Rescue テーラーメイド

5 G400 SERIES チタン ピン 5 ROGUE STAR FW キャロウェイ

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 XXIO X カーボン ダンロップスポーツ 1 VOKEY DESIGN SM6 
SERIES アクシネット

2 M4    スチール テーラーメイド 2 MACK DADDY4 キャロウェイ

3 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 3 Cleveland RTX-3 
SERIES ダンロップスポーツ

4 XXIO X LADIES カーボン ダンロップスポーツ 4 FH Forged V1 フォーティーン

5 XXIO X N.S.PRO スチール ダンロップスポーツ 5 Cleveland RTX 
F-FORGED ダンロップスポーツ

順位 BALL BEST５ 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 PRO V1 SERIES（2017） 3ピース/
４ピース アクシネット 1 ODYSSEY O-WORKS 

SERIES（2017） キャロウェイ

2 SRIXON AD333 
SERIES（2014） 2ピース ダンロップスポーツ 2 SCOTTY CAMERON 

SELECT SERIES（2016） アクシネット

3 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 3 SPIDER TOUR SERIES

（2017） テーラーメイド

4 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2017）

3ピース/
４ピース ダンロップスポーツ 4 SIGMA G SERIES ピン

5 HVC SERIES 2ピース アクシネット 5 ODYSSEY WORKS 
SERIES キャロウェイ

＝矢野経済研究所＝
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、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）

２ 月1日〜 ２ 月 ２8日

ドライバー1位＝M4

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.ありきたりですが、友人に誘われ打ちっぱなし
へ行くようになり、ゴルフに興味を持ったのが最
初です。その後、地元メーカーのフォーティーンに
ご縁があり勤務することになりました。
 
Q.お仕事の内容を教えてください。
A.主にお客様対応と受注対応です。クラブの知
識もこれまで勉強してきましたが、お客様からの
色 な々質問に鍛えられる日々です。(笑)
　 
Q.年間のラウンド数は？
A.年4回ぐらいです。友人たちの子育てがひと段落し
てきたので今後はもう少し増えるかなと思っています。
 
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.ヨガに通っています！ストレス解消です！
 
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.色 な々年代の方と一緒に出来ることがすごく魅
力です。若い世代から年長者の方まで色 な々話
を聞くことが出来て、まさに人生勉強です。
 
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.女性が活躍しているところを見るととても嬉し
いです。もっと活躍出来る場が増えていくことを願
っていますし、女性ならではの視点は必ず必要だ
と思いますので、頑張りましょう!!

ゴルフの回数は多くないですが、持ち前の運動能力で
飛距離とスコアはおじさん顔負けです。お客様からの
信頼も厚く、内野をしっかり守ってくれています！
（営業部 部長　桐谷一郎さん）

株式会社フォーティーン
営業部

高橋 広美さん
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　平成30年2月26日（月）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS3月号について
1～ 3面：世界最大のゴルフビジネスの祭典　
PGAショーの動向
●「19番ホール」：有賀理事（有賀園ゴルフ）
4面：「ゴルフ活性化の取組み（ゴルフアミュ
ーズメントパーク永井氏）」を掲載。
6面～ 8面：JGF2018の告知情報、最新情報を
含めた詳細な情報、インパクトのある告知内
容を掲載。
5面：「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（ヤマト徽章）」を掲載。
議題-2、JGGANEWS4月号について
1～ 4面：「ジャパンゴルフフェア2018開催報
告速報」、「ゴルフ用品セミナー」、「R&A用具
規制フォーラム」を掲載。
●「19番ホール」：樋口理事（ミズノ）を掲載。
5面：「ウィズ・エイジングゴルフ協議会　認
知症予防効果の研究成果発表」を掲載。
6面：ゴルフのまち市原市が進めている「ゴル
フきっかけ体験」の内容紹介。
7面：「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー　(フォーティーン)」を掲載。
8面：「協会関連事項」等を掲載。また、速報開
催掲載の為に発行日を少し遅らせることとす
る（4月5日が候補日）
議題-3、JGGANEWS5月号について
1～ 3面：「ジャパンゴルフフェア2018開催報
告」を掲載予定。
●「19番ホール」：中本理事（テーラーメイド）
4面：JGF2018での「ゴルフ市場活性化（GMAC）
セミナー」の内容を掲載予定。
5面：「ゴルフ活性化の取組み（アジア取手CC
齊藤喜栄子社長）」を掲載予定。
6面：「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー (藤倉ゴム工業)」を掲載予定。
7面：「第43期ゴルフ用品講習会募集要項」、
「ペアスクランブルゴルフ大会の募集要項」
を掲載予定。
8面：「協会関連事項」等を掲載予定。
議題-4、次回委員会の開催日程
　平成30年4月26日(木)

講習会委員会
　平成30年3月15日（木）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、第43期ゴルフ用品販売技術者講習会
の概要
1、日程：平成30年8月20日(月)～ 23日(木)　4
日間
2、会場：AP市ヶ谷（千代田区五番町）
3、科目：14科目／講習時間20時間40分
4、認定試験：1,000点満点／合格700点以上、
平均点　854.7点は若干易しい状況
5、講師交替：ボール並びにゴルフクラブ基礎
知識

向けた協力依頼
＊ジャパンゴルフフェア2018の準備進捗情
報
＊他団体の活性化に関わる活動
議題-4、次回委員会の開催日程　
　平成30年4月19日(木) 

インダストリーカップ委員会 　

　平成30年2月9日（金）、協会事務所にて標記
の委員会を開催した。
議題-1、大会概要
日程：2018年10月30日（火）
　月末ではあるが、委員の会社での参加に対
する影響を確認した上で決定した。
場所：横浜カントリークラブ西コース（横浜市
保土ヶ谷区、貸切り、2018年日本オープンゴ
ルフ選手権開催コース）
人数：約160名～ 180名
料金：20,000円
内訳：キャディ付1ラウンドプレー、昼食付、
消費税、ゴルフ場利用税込、表彰式パーティー
料理・ソフトドリンク
競技部門：スクラッチ部門：（団体・個人16組
＊4名＝64名）、アンダーハンディ部門：（団体
26組＊4名＝104名）。
※女子スクラッチ部門は参加者が少なく、今
回から取止める。
※当初計画を検討したペアスクランブル部門
も西コースのみ貸切のため設定しない。
　以下の議案を検討した。
1、開催コース交渉の状況
2、ティタイム構成の確認
3、今後のスケジュールの確認
4、企画概要に沿った確認
議題-2、次回委員会の開催日程
　平成30年4月19日(木)

変更事項
【社名変更】
●朝日ゴルフ株式会社（旧社名：朝日ゴルフ用
品株式会社）　
【代表者変更】
●ブリヂストンスポーツ株式会社
新代表者：山田良二（旧代表者：楳本富男）
●セントラル工商株式会社
新代表者：飛田和寿（旧代表者：飛田正彦）
●株式会社マスターズ
新代表者：渡辺和真（旧代表者：渡辺博）

5月号以降の発行に
ついてのお知らせ

　

　当協会の3月理事会でJGGANEWSの発行を
隔月（奇数月）に変更することになりました。
　タイムリーな連絡並びに情報提供は出来る
限り協会のホームページで行い、定期的に開
催いたします各種イベントや結果報告、また
統計情報などはニュース紙面において従来通
りしっかりとご連絡をさせて頂きます。
　会員の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、
何卒ご理解を賜りますようにお願い申し上げ
ます。（事務局）

協会関連事項

広報委員会

6、講習会の日程と講義スケジュールは前回
とほぼ同様。9：30集合、9：40講義開始、終了
は18：00予定
7、募集人数：60名（MAXで70名程度）
9、受講料：会員75,000円／非会員95,000円／
会員紹介85,000円（税別）
10、第43期講習会でも懇親会は開催する。
11、人材開発支援助成金についても継続で対
象であることを明記する。
＊3月理事会に報告後、募集要項を作成し5月
より募集を開始する。
＊講師には3月中に日程表とテキストの見直
しの有無、試験問題の作成の依頼を行う。
＊不合格者の再認定施行要旨を検討した。
議題-2、ジャパンゴルフフェア2018セミナー
　どちらも日程は平成30年3月24日(土)とす
る。
①ゴルフ用品セミナー
●ゴルファーに信頼されるクラブアドバイザ
ーになろう！
■講師：村田辰也（ユニバーサルゴルフ社代
表・PCM編集長）
②R＆A用具規則フォーラム
●ゴルフ用具規則に関する最新の情報や動向
についてのプレゼンテーションと質疑応答
■講師：スティーブ・オットー教授（R&Aエキ
ップメントスタンダードディレクター、チー
フテクノロジーオフィサー）
＊フェア時の出欠とセミナー運営の役割分担
などの概略検討
議題-3、次回委員会の開催日程
　平成30年5月22日(火)

JGGA活性化委員会 　　　　　

　平成30年2月9日（金）、協会事務所にて標記
の委員会を開催した。
議題-1、ペアスクランブルゴルフ大会の開催
概要について
①本年の東日本会場
開催日程：平成30年7月16日（月・祝）
開催コース：CPGカントリークラブ（千葉県市
原市、クラブバスの手配は可能）
参加費用：15,900円（セルフプレー代、昼食、
パーティー代、参加費込み）
募集組数：50組100名
申し込み：ペアでの申し込み、二人の氏名とチ
ーム名も明記して貰う。
ドレスコード：継続して参加者に要請して華
やかな、ペアの大会である事を意識してもら
う。
懸念事項：募集が一番の課題であることは変
わらない。
議題-2、GMAC・大学授業関連
1．ジャパンゴルフフェア2018GMACセミナー
◇ゴルフ活性化に向け「産学連携による大学
ゴルフ授業の充実」と「ペアスクランブルゴ
ルフの輪」
登壇者：ペアスクランブルゴルフ、田島氏（ゴ
ルフライフ）、崎濱支配人（東我孫子CC）、北徹
朗氏、髙丸功氏、学生（大学ゴルフ授業研究
会）、片山哲郎氏（ゴルフ用品界）
主催：ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）
議題-3、その他活性化に関する情報
「PGAゴルフデビュープログラム」拠点拡大に


