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球春到来
「ジャパンゴルフフェア2021」開催
当協会は３月12日（金）、13日（土）、３月14日（日）
に「ジャパンゴルフフェア2021」をパシフィコ横浜（神

どにより主催者が開催を著しく困難と判断した場合』
には、通常開催中止の判断をするとしております。
現在、日本国政府より１月８日（金）から３月７日

奈川県横浜市）で開催いたします。
コロナ禍における開催で、「パシフィコ横浜 & オ

（日）の間、首都圏及び大都市圏を対象とした緊急事

ンライン展示会」と、オンラインを融合した初の試み

態宣言が発令されておりますが、２月９日（火）現時

で、開催については２月８日に臨時のジャパンゴルフ

点で、当該宣言にはイベント開催の中止要請は含まれ

フェア実行員会を開催し、下記の通り開催を判断いた

ておらず、また第55回ジャパンゴルフフェア2021の搬

しました。

入・開催期間は、緊急事態宣言の期間外であるという

「2020年11月に発表しております通り『政府、行政、

判断のもと、本展を開催いたします」 ― 。

及び公的機関によるイベントの中止要請、中止命令な

コロナ禍に入り１年が経と
うとしている。年が明けて２
度目の緊急事態宣言が発令さ
れ終息する兆しは感じられず、
少なくともしばらくはこの厳
しい状況が続くと思われる。
罹患された方々には心よりお見舞い申し上げ
ます。
未曾有の事態であっという間に取り巻く環
境は変わり、これまで当たり前に出来ていた
ことが出来なくなった。会いたい人になかな
か会えない。
大勢で集まることが出来ない。外

食が出来ない。旅行に行けない。当たり前に
出来ていたことが出来なくなった途端、それ
らの有り難みを感じるものである。１つ１つ
がどれだけ貴重だったかを初めて知る。
幸いにもゴルフは感染対策を取った上でプ
レー可能である。様々な行動が制約される中、
プレー出来ることがいかに有り難いか今ゴル
ファーは感じている。新規ゴルファーも増え
た。一度やめたゴルファーも戻ってきた。業
界にとっては有り難いことである。
最近ラウンドする際、マイ目土袋を手にす
るようにしている。特にラフに入ると目土さ

れていないディボッドが多数目につく。それ
らに時間の許す限り目土していくと、コース
に対して感謝の念が芽生え平和な気持ちにな
るものである。これまで忘れかけていた気持
ちを思い出させてくれる。
ここまで長期間厳しい状況が続くと誰でも
フラストレーションを感じたり、ついついネ
ガティブになってしまうものである。しかし
出来ないことを嘆いても始まらない。出来る
ことに対して忘れかけていた感謝の念を再認
識するところからはじめてみてはどうだろう
か。
（マジェスティ ゴルフ 西原徹朗）
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ジャパンゴルフ
フェア2021
最新情報
今年のジャパンゴルフフェア2021は、通
常の展示会に加え、ご自宅からでもリアルタ
イムでゴルフフェアの生の情報を受け取るこ
とができる「オンライン展示会」を併設しま
す。展示会場ご来場できない方もゴルフフェ
アで最新ゴルフトレンドや、ゴルフフェアの
臨場感をご自宅で味わっていただくことがで
きます。
多くのイベントが開催される中で、その一
部を紹介します。
【主催・関連団体オンラインセミナー】
①ゴルフ用品セミナー
■ タイトル：ゴルフ用品セミナー「弾道計測
器の運用」
■ セミナー内容：
クラブ販売やレッスン、練習において弾道
計測はほぼ必須となっています。計測器の仕
組みや、取り込めるデータを知ることで、よ
りよい理解が可能になります。
計測における考え方や、計測データとゴル
ファーがどう向き合うのかのアドバイスをさ
せていただきます。
■ 日時：３月13日（土）13：00～14：00
※講義後質疑応答の時間あり
■ 主催：日本ゴルフ用品協会
■ 登壇者：有限会社アンプラス 営業部課長
斎藤仁
■ 募集定員：100名（１人につき１アカウン
ト厳守）
■ 受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係
者（名刺のご用意をお願いいたします）
■ 参加費：全員無料（会員か非会員のみ必ず
ご入力ください）
■ 申込期日：３月５日（金）
（先着順／定員に
なり次第締め切りといたします）
■ 配信ソフト：ZOOM
② R&A 用具規則フォーラム
■ タイトル：R&A 用具規則ウェビナー
■ セミナー内容：
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・ディスタンスインサイトプロジェクトの進
捗
・2010年より前のクラブ（旧溝規則準拠）の
2024年以降のステータス
・用具審査提出過程と利害関係者との関わり
■ 日時：３月12日（金）16：00～17：30
■ 主催：日本ゴルフ用品協会
■ 講師：スティーブ・オットー教授
（R&A エクゼクティブ・ディレクター－ エ
キップメントスタンダード、最高技術責任者）
■ 募集定員：200名（１人につき１アカウン
ト厳守）
■ 受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係
者
■ 参加費：全員無料（会員か非会員のみ必ず
ご入力ください）
■ 申込期日：３月５日（金）
（先着順／定員に
なり次第締め切りといたします）
■ 配信ソフト：ZOOM
③市場活性化セミナー
■ タイトル：ゴルフのワクワクを健康経営の
視点で
■ セミナー内容：
１部：基調講演：健康経営研究会の平野治副
理事長による健康経営とは
２部：パネルディスカッション ゴルフ活性
化のために健康経営の視点をどのように取り
込むか
※パネルディスカッションの後に、参加者と
の Q&A
■ 日時：３月12日（金）13：00～15：00
■ 主催：ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）
■ 後援：経済産業省、スポーツ庁
■ 登壇者：健康経営研究会副理事長平野治氏
■ 募集定員：100名
■ 受講対象：GMAC 参加団体、一般
※詳細については下記までお問い合わせくだ
さい。
■ 本セミナーのお問合せ・お申込み先
団体名：GMAC 担当：嶋崎､ 新井
TEL : 080-3170-6810
FAX : 03-3445-3630
E-mail : hisato.shimazaki@gmail.com
④日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー
■ タイトル： ゴルフジャーナリストが見た聞
いた、コロナ禍この１年取材裏話
■ 日時：３月12日（金）11：00～13：00

■ 主 催： 日 本 ゴ ル フ ジ ャ ー ナ リ ス ト 協 会

（JGJA）
■ 講師：小川朗ほか理事数名

⑤ゴルフ練習場ビジネスセミナー
■ タイトル：JGRA ビジネスセミナー
■ セミナー内容：
第一部：基調講演「厳しい将来を生き残るた
めに求められる経営の基本を知る」
第二部：JGRA 経営サービス表彰式
■ 日時：３月12日（金）15：30～17：30
■ 主催：全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA）
■ 講師：基調講演／株式会社 MAT コンサルテ
ィング代表取締役社長 望月博愛氏
⑥ゴルフトライアスロン
■ タイトル：
「ゴルフトライアスロンという新
競技がもたらすもの」
■ セミナー内容：ゴルフトライアスロンがゴ
ルフ界にもたらすものはどのようなものがあ
るのか？ ゴルフトライアスロン協会が普及
を進める目的と、その先にある新しいゴルフ
の世界について。
■ 日時：３月13日（土）13:30～14:30
■ 主催：日本ゴルフトライアスロン協会
■ 登壇者：松尾俊介（ゴルフトライアスロン
協会代表理事）
⑦大学ゴルフ授業シンポジウム

■ タイトル：大学ゴルフ授業シンポジウム

2021

■ セミナー内容：シンポジウムテーマ「ゴル

フ授業における Learning over Education」
■ 日 時：2020年 ３ 月14日（ 日）10:00～
12:00
■ 主催：一般社団法人大学ゴルフ授業研究会
■ 講師：北徹朗
（武蔵野美術大学）、鈴木タケ
ル（PGA、武蔵野美術大学非常勤講師）、高
丸功（学習院大学教授）
【チャレンジコーナー】
ジャパンゴルフフェアでの人気企画「チャ
レンジコーナー」がバージョンアップして開
催。今回は2021年に開催される東京オリン
ピック競技会場「霞ヶ関カンツリー倶楽部に
チャレンジしよう !!」と銘打って、オリンピ
アの気分を味わえます。
■ 参加方法：当日会場にて受付／先着順
■ 参加料等：1,000円、成績に応じて賞品を
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贈呈（参加記念品あり）
■ 使用ホール：ニアピンチャレンジ／東コー
ス10番ショートホール、ドラコンチャレンジ
／東コース18番ミドルホール
■ 協賛：試打クラブ協力／クラブメーカー各
社
■ 賞品協賛：
（株）ブリヂストンスポーツ
■ マ シ ン： ゴ ル フ シ ミ ュ レ ー タ ーSDR～
Puroduce by DUNLOP～
■ 企画協力：
（公財）日本ゴルフ協会、（一社）
霞ヶ関カンツリー倶楽部

JGC、JGRA など）
■ 支援内容：大会運営に必要な感染対策機器、
感染対策グッズなどを提供する
■ 実施場所：ジャパンゴルフフェア（日本ゴ
ルフ用品協会）ブースにて募金受付
※1000円以上の寄付をしていただいた方に
は、JGF オリジナルマスク等を進呈。

2021バーチャル
PGA ショー
レポート

㈱矢野経済研究所
【ライブ配信版 JGF ガイドツアー】
三石茂樹
ゴルフ知識豊富なツアーガイドが独自の切
り口でジャパンゴルフフェアの会場内を案内
する人気企画を、今回はオンラインでライブ
この９年間、私にとって12月は「師走だか
【JGF2021チャリティ募金】
配信します。TVでもおなじみの４名のガイド
ら」という理由以外にも他の月以上に忙しく
新型コロナウィルスの大きな影響を受けて
役が、ナビゲーターとしてそれぞれの個性を
なる理由が幾つかあった。その一つが翌年一
いるトーナメント大会、アマチュア競技大会
生かしたコーディネートで分かりやすくそし
およびジュニア育成機関などに対し、感染防
て楽しく会場内の出展ブースをご案内します。 月に米フロリダ州オーランドで開催される
■ ナビゲーター：鹿又芳典（クラブフィッタ
「PGA マーチャンダイジングショー」訪問に
止対策機器等の提供によって応援をする「感
ー）、関雅史（ティ－チングプロ）、靏原弘高
向けた渡航準備と、その会場で発刊に向けた
染拡大防止支援チャリティ募金」を実施。
■ 支 援 先： プ ロ 競 技 開 催 に 関 わ る 団 体
（ゴルフジャーナリスト）、堀口宜篤（クラブ
記者会見を行っている「世界ゴルフ市場レポ
（GTPA、JGTO、PGA、LPGA）、アマチュア
フィッター）
ート（隔年発刊）」の発刊準備作業のためであ
競技に関わる団体（JGA、KGA、KGU、PGS、 ■ 配信スケジュール：現在調整中
る。
しかしながら今回は新型コロナウイルス感
染拡大の影響により早々にバーチャルでのシ
1ＪＧＦインフォメーション：ＪＧＦ会場から最
ョー開催が発表された。仮にリアルのショー
JGF オンライン企画プログラム
新情報を配信 !!
が開催されていたとしても当社（矢野経済研
2ゴルフフィットネス：ゴルフフィットネス協会
究所）は海外出張が全面的に禁止されており
によるオンラインレッスン
訪問は叶わなかったのだが、そうした環境も
3月12日（金）
3月13日（土）
3月14日（日）
3ＪＧＦガイドツアー：クラブフィッター堀口宣
あり今回ばかりは（リアルであれバーチャル
Ａスタジオ Ｂスタジオ Ａスタジオ Ｂスタジオ Ａスタジオ Ｂスタジオ
篤氏の生配信
であれ）ショーに対する調査会社研究員とし
10:00
1
1
1
4ＪＧＦガイドツアー：関雅史プロが会場から
ての関心が全くと言って良い程なかったのが
10:30
2
−
−
生配信、ＪＧＦ最新情報を発信！
正直なところだった。
11:00
−
−
−
5ＪＧＦガイドツアー：クラブフィッター鹿又芳
しかしながら年が明けて JGGA 様より「今
典氏が生配信、Ｊ
Ｇ
Ｆ最新情報を発信
！
年も例年通りニュース原稿を書いて欲しい」
11:30
3
7
2
6菅 原大地氏オンラインレッスン：レッスンプ
旨のオファーを頂き、急遽 PGA ショーのバー
12:00
−
8
8
ロユーチューバー菅原大地氏によるレッス
チャルサイトに飛び込み「バーチャル来場者」
12:30
2
2
−
ン
の参加申請を行った。正直なところそんな付
7
菅
原大地＆鹿又芳典
トークショー：
レッスン
13:00
1
1
1
け焼き刃的な状態で参加したこともあり、シ
プロ菅原大地氏、クラブフィッター鹿又芳
ョー全体をくまなく訪問し出展社とコミュニ
13:30
4
5

典氏
ケーションすることはできなかったが、初の
14:00
−
−

8マーク金井氏セミナー：ゴルフ物理学
試みとなる「バーチャル PGA ショー」につい
9日本プロキャディー協会：プロキャディーの
14:30
6
9
9
て、私なりの所感を述べさせて頂ければ幸い
コース攻略テクニック
である。ちなみに私が購入したのは出展社の
15:00
−
8
8
ＪＧＦガイドツアー：ゴルフジャーナリスト鶴
イベントだけでなく様々なエデュケーション
15:30
3
2
2
原高広氏が生配信、ＪＧＦ最新情報を発信
プログラムに参加することができる有料
16:00
1
1
1
ゴルフリサーチ：トークショー（恵比寿ゴレ
（125ドル）のチケット。その他無料チケット
ンジャー）
も用意されていた。
16:30
4
5

17:00
17:30

−

−
−

※ 「−」 は出展者申込枠
−

よく練られたサイト構成
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チケット購入後最初に行ったのが自分自身
のアカウント登録。自身の画像（任意）と会
社名、仕事の内容、興味のある分野などを登
録する。すると私のプロフィールを見た出展
社の中で「ビジネスに繋がりそうだ」と興味
を示したところが、私との商談やミーティン
グを実施すべくメッセージを送信できるよう
な構成になっている（私から出展社に対して
ミーティングをオファーすることも可能）。因
みに私のところに面談オファーが来たのは
「Golf Ireland」の担当者と「PTE Golf」とい
う会社の CEO の２名であった。
更に各出展者が実施する予定のワークショ
ップや新製品説明会、各種セミナーに関して
は細かにスケジューリングされており、自分
の興味があるもの・参加したいものについて
は視聴予約をしてそれが「My Schedule」に
格納されるようになっていて、重複を防げる
ような仕組みになっている。サイトは英語の
みの対応だが、私レベルでも読解可能な表記
のものが多く、ストレスなくプロフィール画
面や参加スケジュールを構築することができ
た。使ってみて感じたのは「ああ、よく考え
られた構成だな」ということ。ショー開始前
は出展社の一部から「出展社自体もサイトの
構成をよく理解できておらず苦労している」
といった声が寄せられていた。主催者側も試
行錯誤の中で今回のバーチャルショー開催に
までこぎつけたのではないかと推察されるが、
そのような中でも良く「練られた」サイト構
成には強い共感を覚えた。
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プログラムが「現地時間（フロリダ基準？）」
で開催されており、その殆どはアーカイブ配
信されていなかったことである（一部スポン
サーのプログラムだけはショー終了後も閲覧
することができたが）。恐らく出展各社のプロ
グラムは予め録画されたものが殆どだったの
ではないかと思われ、それ故に何故「現地時
間での配信」を行ったのかが疑問ではあった
が、閲覧を予定していたプログラムの幾つか
は「寝落ち」してしまい見逃してしまった。こ
の点について、今回のバーチャル PGA ショー
にメディアとして参加した（株）ナインバリ
ューズ北村収氏は以下のようにコメントして
いる。
・主催者は非公開にこだわっていたが、一部
のコンテンツ（ファッションショーやコリン・
モリカワなど著名プロのトークセッション）
などは、公開コンテンツにした方が PGA ショ
ー時代の注目度も上がるし、協力している出
展社の PR にもつながるのではないか。
・世界78カ国から参加しているのだから、一
部のコンテンツはライブで視聴できない方々
に向けて、アーカイブが視聴できるようにす
るか時差公開をしたほうが良いのでは（ほと
んどのコンテンツにおいて日本は完全深夜の
配信）。
・ 細 か い と こ ろ だ が、 た と え ば 最 近 は
YouTube などでも自動的に字幕を出すなど
テクノロジーが発展している。今回はそうい
った配慮が少なかったと思う（聴力が弱い方
や英語のヒアリングが苦手な外国の人々にと
って字幕は便利）。さらに言えば世界中の参加
者を募るのなら、自動翻訳機能なども導入す
べきだと感じた。
言うまでもなく PGA ショーの基本コンセ
プトは「PGA メンバーのためのマーチャンダ
イジングショー」である。実際にフロリダを
訪れてもそうした「アメリカファースト」的
な空気を否が応でも感じるシーンは多いのだ

私のプロフィール画面

極東アジアとの「時差」は
「Out of 眼中」か？
このように「サイト構成」自体には強い共
感を覚えた私だったが、その運営については
首を傾げたくなるような部分が多かったのも
事実。その最たるものが上述したような各種

豊富なプログラムが用意されていた

が、今回のバーチャルショーでも「極東アジ
アは二の次」的なニオイを感じてしまった。日
本はアメリカに次ぐ「世界第二位のゴルフ大
国」と言われてはいるが、そうした「規模の
多寡」と「ゴルフ文化のプライオリティ」は
別物であることを今回も実感させられた。
それでもやっぱり残る
「虚しさ」に似た感情
かなりザックリと今回のバーチャル PGA
ショーの「仕組み」についてお話をさせて頂
いたが、この原稿を執筆している時点（２月
12日）でも私のアカウントは生きており、一
部コンテンツに関しては閲覧可能な状態が続
いている。ほぼ24時間の移動時間、高い飛行
機代や宿泊費を支払うことなく、家や会社ま
たは出張先でも参加可能なバーチャル PGA
ショーの「手軽さ」
「便利さ」に関しては改め
て指摘するまでもないほど実感することはで
きたが、毎年フロリダを訪れて日本に帰って
きた時の感情と比べると、どうしても「虚し
さ」に似た感情を抑えることができない。私
にとって年に一回の PGA ショー取材は「ショ
ーの内容を取材してそれを咀嚼し今後の自分
の仕事の糧とする」というよりも、「アメリカ
の多様性ある（ゴルフ）文化に直に触れる」
ことの方に価値があったように感じる。ショ
ーの会場の往復だけではなく、近隣のゴルフ
場でプレーをし日本語が全く通じないレスト
ランで食事をし、Topgolf など最新のアメリ
カのゴルフに「触れる」こと、更に普段はな
かなか顔を合わせることのできない国内ゴル
フ業界関係者と情報交換や食事をご一緒させ
て頂くことで私の「PGA ショー」取材は完結
していたのだということを、奇しくも今回バ
ーチャルのショーに参加したことで再認識さ
せられた。
今回のバーチャル PGA ショーは、「新たな
ショーの在り方」や「価値」、即ち「新たなゴ
ルフ産業の価値」を世界のゴルフ産業に発信
したと言える。それでもやっぱり私は来年の
１月にはどんなに時間が掛かって疲れても、
高い飛行機代や宿泊費を支払ってでもオーラ
ンドに行きたいし、行くべきだと考えている。
でもこうした「現場感重視」の感覚は「平成
以前の価値観」として世間から認められなく
なっていってしまうのか……？ そんな焦燥
感も感じるのである。
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「日本ゴルフサミット会議」2021年度活動方針
2020年は、新型コロナウイルス感染症（以
下「コロナ感染症」
）の感染拡大により、過去
に経験したことのない判断を強いられ、国民
生活や経済活動に極めて大きなマイナスが生
じました。日本ゴルフサミット会議（以下「サ
ミット会議」という）においても、2020年
度活動計画の多くを中止せざるを得ない状況
となりましたが、
感染拡大防止を目指した「各
種コロナ感染防止ガイドライン」の発表や「感
染防止啓発ポスター」の作成等を実施、徹底
をお願い致しました。
2021年は、社会構造の変革期（超高齢社
会の進行と人口減少）でポストコロナ時代を
迎え、国民は健康に大きな関心を示し、社会
意識が大きく変化しようとしています。この
変化を的確に捉え、ゴルフ界の持続可能性を
高めるために、コロナ感染症防止対策の徹底
とコロナ禍からの復興を目指すことを柱に
「2021年度活動方針」を策定するとともに、
国民の健康増進と幸福創造を担うべく「中長
期ビジョン」の検討を開始することした。
1「新型コロナウイルス感染拡大防止」の徹
底
【我が国のコロナ感染症対策：国民の意識変
化による行動変容】
「新しい生活様式」・「業種別新型コロナウイ
ルス感染拡大防止ガイドライン」遵守の徹底
2ゴルフ活性化をはかる
＊コロナ禍での「ゴルフ」評価：
「ソーシャル
ディスタンス」及び「三密回避」が可能＝「新
しい生活様式」
＊「社会構造の変革期（超高齢社会の進行・
人口減少）に迎えたポストコロナ社会」にお
ける価値観の変容、「健康寿命の延伸」が喫緊
の課題
国民がいつでも運動やスポーツを継続して
行うことが重要、少子高齢化の進行によって
膨らみ続ける社会保障費の抑制［ゴルフは、
20歳代～70歳代まで実施人口が均等に分布。
若年者と高齢者が同一のフィールドで楽しめ
る数少ない種目］

1．「統一テーマによるゴルフ活性化への取り
組み（４課題）」の具体化と展開
⑴ ゴルフ振興の中期目標：20歳代後半から30
歳代前半のゴルフ実施率を10％強に引き上げ
る。
・「大学のゴルフ授業」充実に向けた産学連携
協力の推進
・「高等学校学習指導要領」の保健体育に「タ
ーゲット型球技」を要望
・地域との連携による地域密着型ゴルフ振興
・日本ゴルフサミット会議参画団体間の連携
強化
⑵選手強化
近年、ナショナルチーム（NT）や NT 在籍
選手の国内外競技での好成績が続いており、
また NT 出身者がプロ転向直後に優勝するな
ど活躍が目立っています。これは、2015年
から日本ゴルフ協会がガレス・ジョーンズヘ
ッドコーチを中心とて推進する強化プログラ
ムの成果であります。今後、強化プログラム
内容を充実し、全国的に選手の発掘・育成・
強化を行ない、プロ転向後もサポートできる
体制を整え、海外メジャーやオリンピックで
活躍する選手を継続的に輩出すること、及び、
優秀な指導者の育成を本会議としても支援し
て参ります。
⑶「女性ゴルファーの創造」を中心とした「ゴ
ルフ普及プログラム」
・「ゴルフ場環境を活用した健康経営実現の
ための研修プログラム」のトライアルを通
してシステムを普及。
・「ピンクリボン月間」への参画：女性ゴルフ
ァー誕生を希求する象徴的な活動として実
施。
⑷イメージアップ
２．団体の活動目的に即した「ゴルフ活性化
活動」
３．ゴルフ界における SDGs への取り組みを
推進する
・ゴルフ界も持続可能な社会の実現に取り組
もう（環境保全への取り組みを展開する）
国連が提唱する SDGs【持続可能な開発目

標】への理解を深め、ゴルフ界として取り組
める活動の推進を図ります。掲げられた17の
目標に対して、技術革新や意識改革によりゴ
ルフ界（ゴルフとゴルフ産業）の持つ社会的
価値を発展させ、「持続可能な社会の実現」に
貢献しようとする成長戦略を展開します（「気
候変動対策」や「海洋汚染対策」があり、我
が国も「グリーン社会の実現に最大限注力す
る」との方針で、2050年に脱炭素社会を目
指すと発表しています）。
・「廃プラ削減」は脱炭素社会実現への一歩
廃プラスチックゴミが海に流れ込むことに
よる沿岸水域の汚染・酸性化により、生態系
や生物の多様性が損なわれており、深刻な問
題となっています。また、世界は、脱炭素社
会を目指して確実に動いています。自然と共
存するゴルフ場・環境保護に取り組むゴルフ
界として、積極的な取り組みが今後も求めら
れます。
以下の四つの視点からの実行を呼び掛けて
まいります。
視点1. 過剰サービスの廃止。
視点2. 廃止は困難だが、啓発活動により減
少させることが可能なサービスを洗い出し、
削減に努める。
視点3. 代替品やリユース可能なものへの変
更促進。
視点4. 廃プラの適正回収の徹底。
なお、ゴルフプレーに際しては、ペットボ
トルやプラスチック製品、洗濯物用ビニール
袋等が非常に便利なものとして使用されてい
ます。スーパーマーケット等で当たり前のよ
うに提供されていたレジ袋が有料化され、最
近では多くの消費者がエコバッグを持参する
ことが習慣化されるに至っていることからも、
地道な活動の展開によってゴルファーの理解
も得られると考え、技術革新等による課題解
決策を目指しましょう。
4．ゴルフ場利用税廃止を求める運動
5．国家公務員倫理規程における「ゴルフ」の
削除
６．暴力団等反社会的勢力の排除
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コロナ禍における
スポーツとしての
ゴルフの動向と
レジャーとしての
ゴルフの役割
日本ゴルフジャーナリスト協会 会長
小川 朗

「従業員も身の危険を感じるような状況にな
ってしまった。もはや平気で営業を続けられ
る状態ではなかった」
「ステイホーム」が合言葉になっていた昨年
のゴールデンウィーク。その直後にゴルフ練
習場の関係者から聞いた一言が、今も耳の奥
に響いている。コロナ禍での取材で、最も印
象に残っているコメントを挙げろと問われた
ら、これになる。
このゴルフ練習場に何が起きていたのか。
昨年の４月頃、ワイドショーの中で、盛んに
流されていたのがパチンコ店入店待ちの行列
と、屋外のゴルフ練習場が満席となっている
風景。ゴルフ場のクラブハウスに隣接した駐
車場を上空から撮影し「満員です」というの
もあった。それでいてゴルフが自粛要請から
外れていることや、コース上ではソーシャル
ディスタンスが保たれ、感染リスクが最も低
いスポーツであることには触れられなかった。
またリスクを下げるためにそれぞれが車を出
せば、駐車場はいつもより混むと言う事実も
スルーされた。
これに刺激された「自粛警察」が土手の上
などから河川敷にあるゴルフ練習場の様子を
撮影し、SNS で拡散させた。ついには「ウチ
の孫に感染したらどう責任取るんだ！」など
と脅され、休業する練習場まで出た。その後
に聞いたのが、冒頭の発言だった。
取材メモを開いてみると、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響を最初に受けたのは、中
国の QT をクリアした女子プロゴルファーた
ちだったように思う。「中国のハワイ」とも呼
ばれる海南島（中国海南省）の神州ゴルフ倶
楽部で CLPGA（中国ゴルフ協会）の QT が開
催されたのは、昨年の１月中旬。日本からは
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一昨年の倍以上となる34選手が大挙参加し、
プラチナ世代の佐渡山理莉ら10人が突破。２
月末に香港で開幕し17試合が予定されてい
た CLPGA ツアーに参戦する権利を得た。だ
が開幕戦の香港女子オープン（２/28初日）か
らの序盤４試合の開催がコロナの影響で見送
られてしまう。
日本では、女子ツアー開幕戦・ダイキンオ
ーキッドレディス（３/５初日）から大会中止
の自粛ドミノが始まった。２月19日にいった
んは無観客での開催を発表しながら、28日に
中止を発表した。この時、すでに開幕まで１
週間を切っていたから大変だ。川崎・浮島か
らフェリーに機材を載せようとすれば、最低
でも６日かかる。そのため中止を聞いた時に
はすでに海の上、という関係者もいた。沖縄
に着いたが、そのまま帰る羽目に。往復運賃
の30万円は、自己負担となった。
衝撃的だったのは、ロッテ葛西ゴルフ（東
京都江戸川区）の早すぎる活動自粛。ダイキ
ンの中止発表から一夜明けた２月29日の土
曜日から休業。翌日も駐車場のゲート前でス
タッフが「葛西ゴルフ全館休業 ２/29～３
/15」と印刷されたプレートを掲げ、頭を下
げていた。
週末には2000人を超えるゴルファーが詰
めかける大型練習場だけに、タクシーで来て
そのまま帰るお客もいた。明治神宮外苑ゴル
フ練習場が東京オリンピック・パラリンピッ
クの組織委員会に施設を貸与するため１月１
日から営業を休止。練習の場を失ったゴルフ
ァーたちがロッテ葛西に流れ、約２割増の状
況だった。メトログリーン東陽町（東京都江
東区）も３月７日からクローズ。外苑→ロッ
テ→メトロと玉突き的に「練習難民」が増え
ることとなった。
まさにどん底の春。しかしそうした厳しい
状況が変わり、回復への兆しがそこかしこに
表れたのが６月。練習場は若者を中心に活況
を呈する。８日にロッテ葛西ゴルフ（江戸川
区）、10日にメトログリーン東陽町（江東区）
が感染対策をして営業を再開した。
フナボリゴルフ（江戸川区）は75分の全席
入れ替え制を採用。毎回15分のインターバル
を取り椅子、テーブル等の消毒を行った。駐
車場は整理券をもらった後、ソーシャルディ
スタンスを完全にキープしながら待つための
スペースとなった。クラブハウスはクローズ
で、直接打席に向かう導線を確保。１人１打

席が徹底され両替以外、従業員と接触する機
会もない。こうした各練習場の地道な努力の
成果は、JGRA（全日本ゴルフ練習場連盟）の
利用者数やボール収入なども右肩上がりにも
ハッキリ現れた。
ゴルフ場も春の到来とともに試練の時を迎
えた。３月２日と早々にクローズしたのが都
内のゴルファーに人気のある若洲ＧＬ（東京
都）。都の施設であるため、他の屋外施設とと
もに自粛を余儀なくされた。東京五輪の舞台
である霞ヶ関ＣＣ（埼玉県）は、３月８日に
プレーしたメンバーが自宅のある福井県に帰
ってから感染していたことが判明。福井にお
ける感染者第１号になってしまう衝撃もあっ
た。その後、３月31日からクローズとなる。
高齢者のメンバーが多い関東七倶楽部や関西
の名門廣野ＧＣ（兵庫県）や茨木 CC（大阪
府）も９日までにクローズとなった。
一方で生き残りをかけ多くのゴルフ場がス
ループレーを導入。大浴場やレストランをク
ローズにして感染リスクをゼロに近づけた。
ただ一人で回る「おひとり様セルフスループ
レー」も登場。駐車場で靴を履き替え、キャ
ディーバッグも自分で積み替え、プレーした
らそのまま帰る。日本のゴルフ場で長く提案
され続けなかなか浸透しなかったシンプルな
時短ゴルフが、コロナにより実現した。
ツアーの“開催自粛ドミノ”に終止符を打っ
たのは６月25～28日の「アース・モンダミ
ンカップ」だった。ようやく無観客ながら大
会を開催。ネットでのライブ配信も好評を博
した。
PGA（日本プロゴルフ協会）は、ツアーで
唯一、観客を入れた大会を開催した。11月の
コスモヘルスカップは無観客だったが、選手
に陽性者第１号が出た。それでも、感染対策
が功を奏しクラスターもなく無事に大会を終
えている。
この１年。取材の現場で、窮地に追い込ま
れながらも踏ん張る関係者の姿を見せてもら
った。ゴルフの強みは、太陽の下でプレーす
ることによる健康増進効果だ。朝のうちに太
陽光を浴びることでセロトニンの分泌につな
がる。睡眠物質のメラトニンとの相関関係は
良く知られるところ。質の良い睡眠を取るた
めにも、楽しくウォーキングができるゴルフ
はうってつけだ。コロナ禍でこそ、様々な場
面で「ゴルフの強み」が発揮されていた。そ
れを今、つくづく感じている。
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=矢野経済研究所=

業界女子

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）

vol.33

2020年12月1日〜 2021年1月31日
ドライバー市場は海外ブランドの新製品がトップ5を独占。
アイアン市
場でも
『G425』のNSプロネオシャフト装着モデルがトップと変わら
ずピンの好調が続いていますが、
アイアン市場では
『XXIO 11レディー
ス』がメンズのカーボンシャフトを上回る売上を記録している状況で
す。
メンズモデルは
『XXIO X（エックス）
』に加え当期
『XXIO CROSS』
の21年モデルが発売されたこともあって
「分散」している面があります
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
リテールビジネスユニット 企画部 販売戦略チーム

綿貫 美夏さん

が、
多くの小売店から
「レディース市場好調」を伝える声が挙がってお
り、
それを裏付ける結果となりました。1月はクラブ市場は前年に比べ
てマークダウン品
（特価処分品）の売りダマが少なかったこともあり、
数量ベースでは概ね前年同期比90%程度となったものの、
プロパー品

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.自分自身ゴルフは未経験でしたが、スポーツに
携わる仕事がしたいと思い新卒で入社しました。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A.GDOゴルフショップのソフトグッズジャンルの
売場責任者をしています。
Q. 年間のラウンド数は？
A.15回ほど。 少なくとも月に1回は行きます。
1･2月はお休みです。笑
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.よりお客様に満足していただけるようなGDO
ゴルフショップの売場作りです。お客様の視点か
らどのような商品・コンテンツを揃えたら良いか
を日々考えています。
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A. 学生から両親世代まで様々な方とご一緒させ
ていただくことが多く、幅広い年齢層のゴルフ
仲間ができました。仲間と同じ趣味を一緒に楽
しめるって素敵なことだなと思います。
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A. 私たちの仕事は人を笑顔にすることができる
仕事だと思っています。１人でも多くのゴルファー
にゴルフを楽しんでもらえるようにこれからも頑張
って行きましょう！どこかでお会いする機会があり
ましたらぜひお声がけいただけると嬉しいです。
何が売れるかの目利きはピカイチ。
これからは、
いちゴルファー
として、
ニーズにあった商材や売り場とは？ という観点をもって
チャレンジしていってもらえればと思います。
（リテールビジネスユニット 企画部 販売戦略チーム
松原裕美さん）

中心の商いとなったこともあって平均実売価格は上昇。金額ベースで
はほぼ横ばいとなりました。
テーラーメイド
『SIM2』及びキャロウェイ
『EPIC』の発売が発表となったことによる
「発売待ち」の提供も指摘さ
れています。
順位

DRIVER BEST５

メーカー名

1

G425 MAX SERIES

PING

2

SIM MAX SERIES

3

順位

DRIVER 1位=PING
G425 MAX SERIES

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

G425 HYBRID SERIES

PING

TAYLORMADE

2

G425 FW MAX SERIES

PING

TSI3 SERIES

TITLEIST

3

TS2 UT SERIES

TITLEIST

4

SIM GLOIRE SERIES

TAYLORMADE

4

SIM MAX FW SERIES

TAYLORMADE

5

TSI2 SERIES

TITLEIST

5

SIM MAX RESCUE SERIES

TAYLORMADE

順位

IRON BEST５

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

順位

1

G425 SERIES

PING

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

2

SRIXON ZX5 SERIES

DUNLOP

2

RTX ZIPCORE WEDGE
SERIES

CLEVELAND

3

SIM MAX SERIES

TAYLORMADE

3

JAWS FORGED WEDGE
CRM SERIES

CALLAWAY

4

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

4

RM4 WEDGE SERIES

FOURTEEN

5

SIM GLOIRE SERIES

TAYLORMADE

5

GLIDE 3.0 WEDGE SERIES

PING

BALL BEST５

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名

1

PRO V1 19 X OP

TITLEIST

1

EXO SERIES

ODYSSEY

2

PRO V1 19 OP

TITLEIST

2

SIGMA2 19 SERIES

PING

3

HONMA D1 20
BT2001L,BT2001H OP

HONMA

3

SC SELECT 20 SERIES

TITLEIST

4

BRIDGESTONE GOLF TOUR
B JGR OP

BRIDGESTONE

4

STROKE LAB 20 BLACK
SERIES

ODYSSEY

5

ERC SOFT OP

CALLAWAY

5

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

順位

順位

