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令和２年６月２４日 

 

 令和２年度 第１回理事会 事項書 

 

中部ゴルフ練習場連盟 

◇ 開会の辞（議長）  杉浦副理事長 

◇ 理事長挨拶 

◇ 資格審査報告（事務局長）  理事現在数 ２１名  出席  １４名 

◇ 成立宣言  杉浦議長  

◇ 議事録署名人の指名 杉浦議長 

 

               署名                、                  

Ⅰ．審議事項 

１． 正会員、賛助会員入退会審査 

① 正会員 退会の件 

＜退会＞ 

・プロギヤ ナゴヤ 名古屋市中区（４打席）  代表者（店長） 岡本勝哉 

 令和元年 １２月末をもって退会の連絡が入りました。 

② 賛助会員入会の件 

＜入会＞ 

・株式会社 K-SHOT 三重県伊勢市 代表者 代表取締役 北出繁久 

業種・・・ロストボール販売、ゴルフカート損害保険 

 令和２年６月入会 

・株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 練習場ビジネスユニット  

 本社 東京都品川区 

 業種・・・トップトレーサーレンジ 販売 

 令和２年６月入会 

＜退会＞ 

・広瀬電工株式会社  本社 東京都文京区  名古屋支店 名古屋市中区 

 令和２年３月退会の連絡が入っております。 

  以上、ご審議の上、ご承認いただきたい。 

 

③ 正会員及び賛助会員状況について 

    ・ 正会員 

   令和２年３月末 現在 合計９９場  

（愛知７２場、岐阜１４場、三重６場、静岡４場、長野２場、石川１場） 

・賛助会員 

令和２年４月 現在 合計２８社  

（特別賛助会員ＢＳ、ＤＬ、ヨシトニチエイの 3社含む） 
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２．全日本ゴルフ練習場連盟（以下 JGRA）の 中部ブロックの事務局開設受け入れの件 

・JGRA 横山会長より依頼が正式にありました。 

・中部地区の全日本への個別加盟数が２１場となり、今年度より JGRA中部ブロックとして正

式に発足することとなりました。 

ついては、JGRA 中部ブロック事務局を現在の CGRA 事務局に置くことについて審議下さ

い。 

     また、中部ブロックができたことで、太田理事長へ中部ブロックとして、JGRA の副会長の

就任依頼が来ております。現在、桜木ゴルフの加藤社長が JGRA理事となっておりますが、

２名体制を JGRA は希望しております。合わせてご審議のほど宜しくお願い申し上げます。 

     

 ３．期間限定会員募集の件・・・・プロジェクター参照 

   昨年、CGRA 理事会でもお話を致しました、連盟入会促進企画「お試し入会制度」について

ですが、この度の受動喫煙法、新型コロナウイルス感染予防対策などの JGRA が行った対

策の高評価を踏まえて、入会の促進をはかる、いい機会との判断から、全国３０００か所とい

われる未加盟練習場に向けて、特に有事の際の、連盟加盟メリットをアピールし、入会募集

案内を「コロナ対策用練習場ガイドライン」、「各種ポスター」などを同封して、下記内容（年

会費金額）にて募集をかけたいとの依頼がありましたので、ご報告いたします。 

    ついては、太田理事長より、JGRA へ今回の理事会で審議を行い、今回の件について

CGRA としての対応を回答すると伝えてあります。 ご審議のほど宜しくお願い致します。 

 

記 

   ◎JGRA期間限定入会 （案）・・・・プロジェクター参照 

   １．６月末に入会案内送付 

   ２．お試し期間 ２０２０年７月１日～２０２２年３月３１日 （１年９ヶ月） 

   ３．今年度のみ、年会費無しで受け付ける。（２０２０年７月～２０２１年３月３１日） 

   ４．２０２１年４月～２０２２年３月３１日の年会費は、JGRA年会費１０，０００円＋地区連盟年会 

   費１０，０００円の合計２０，０００円としている。 

 

 CGRA としての考え方は？ 

 １．実施するには、このタイミングは、いいと思うが、中部地区では検討が必要。 

   全国の各ブロックは、了承の意向でまとまっている感があります。 

 ２．CGRAは、JGRA未加盟の状況が２種類に分かれる地域で、他の地域とは状況が違う。 

３．CGRA加盟会員（２０場以外の７９場）への今回の JGRAお試し入会案内を送付しない。 

４．JGRA非加盟の CGRA会員（７９場）については、別途、CGRA として、アレンジして JGRA 

入会の案内を行うことでどうか？ 

  例えば、既に入会の２０場が現状年会費２０，０００円で入会しているが、期間限定入会は１０，

０００円で入会できます・・・・・的な案内で行う。 

５．CGRA未加盟練習場については 

 １） 今回の案内内容は、全日本入会色が強い感があり、もう一度、再度案内内容を JGRA で

検討してもらっているところですが 
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  ① 入会申し込みの受付は、JGRAが一括捨て行う。 

  ② 地域連盟への加盟が前提である向きの文言が不足している。 

  ③ 募集内容に若干の誇大広告が見られる。 

  ④ 既に、加盟している会員がこの企画を知った時の対応をどうするか？ 

２） 期間限定後の対応についてはどうなのか？ 

  ① 案内文に、地域連盟の正会員への入会の条件が入っていない。 

    ・正規入会金など・・・・ 

  ② 募集案内の中に、地域連盟の活動内容を知らせるものが欲しい 

 

以上のような、状況の中、JGRA としては、早いタイミング（７月初旬に発送）で募集案内を出

したいとの意向がある。 

CGRAとしての意向を JGRAへ回答したく思いますので、ご審議のほどよろしくお願い致しま

す。 

 

４.秋の懇親ゴルフ会開催について 

  今年度は、岐阜県の開催。開催日は１０月８日（木） 

・開催コースは、関ヶ原カントリークラブを林副理事長が手配をしていただいております。 

＜日程・料金＞ 

・日 時 令和２年１０月８日（木） ８時３０分スタート、アウト・イン同時スタート 各７組  

・料金     未定 円（ラウンドフィー、キャディー、昼食、１ドリンク、パーティー代を含む） 

＜昨年実績＞ 

令和元年１０月３日（木）  三重県 スリーレイクス CC  １１組 ４４名 

参加状況 会員２０名、賛助会員７名、ゴルフ場関係１１名、来賓 ４名、事務局２名 

※ミニ展示会出展 ４社（HMG、GPRO、オニット中部、ヤマツネ） 

 

 

５．令和２年度第３回理事会及び新年会開催について 

※早めの予約が必要で、現在、仮押さをしてあります。 

① 開催日案  令和３年１月１５日（金）・・・前年と同じ週です。 

② 理事会会場  「ホテルサンルート」会議室   

時間 １５時３０分～１７時３０分・・・・閉会後新年会会場へ徒歩で移動（５分程度） 

③ 新年会会場  「ザ・サイプレスメルキュールホテル」 

時間 １８時００分～２０時００分 

 

 

６．新理事選任の件 

  現在、理事２０名です。 

  来年度役員改選期となりますが、現状２名の欠員があります。 

   ① 中野亮大副理事が次期継続不可・・・・退任希望。 

 ② 大竹副理事長死去に伴う後任人事について 
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Ⅱ．協議事項 

この度のコロナ感染拡大防止対策などの教訓から、有事における連絡網の整備が急務と思いま

す。 

つきましては、下記内容にて準備を進めたく思いますがいかがでしょうか。 

１．連絡網・・・CGRAの LINE 公式アカウント（LIEN＠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGRA理事会の QR コードです。 

 この QR コードをスキャンして下さい。 

下記内容で、LIEN公式アカウントを使用して下記連絡網を作ります。 

① 正副理事長会の連絡網 

② 理事会の連絡網 

③ 正会員の連絡網 

④ 研修会会員の連絡網 

  上記連絡網より、ホームページ掲載情報の連絡を致しますので、詳細内容やデーター（ポスタ

ーなど）などは、連盟のホームページにて確認並びに取得していただく方法です。 

  ＜利用方法例＞ 

① 事務局から LINEでホームページへ連絡内容を掲載したことを皆さんに一斉配信します。 

② 皆さんは、その LAINの通知を確認する。（既読して下さい） 

③ 既読後、皆さんがホームページにアクセスしてもらい、「会員専用ページ」で ID とパスワー

ドを入力して、開きます。 

④ 会員ページ内の情報確認並びに今回のような対策用ポスターなどデーター資料につい

ては、プリントアウトして、場内へ掲示していただくような方法です。 

⑤ 確認できた内容の問い合わせ、質問などは、連絡網のLAINで返信をしていただければ、

事務局につながります。 

 

２．競技情報発信・・・その他競技会の募集、結果（成績）なども掲載連絡を致しますので、ホーム

ページを日頃見る回数を多くしていただければと思います。 

３．ホームページへのアクセスは、中部ゴルフ練習場連盟又は、cgra検索で開きます。 

４．会員ページ   ID     「guest 」 （ゲスト） 

パスワード 「 renmeichubu 」  （レンメイチュウブ） 
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Ⅱ.報告事項  

１. 会議報告 

①  正副理事長会 

開催日：令和２年３月５日（木） 場所：国鉄会館会議室 

議 題 

・令和元年 第４回理事会事項書について・・・・中止 

・令和２年度 総会資料について・・・・・書面表決書にて 

 

②  静岡県ゴルフ練習場連盟総会出席 

開催日 令和２年２月１８日（火）、１９日（水） 

会場  三島プラザホテル 静岡県三島市、ファイブハンドレッドゴルフクラブ 

出席者 太田理事長、渡部事務局長 

全日本連盟、関東連盟も出席 総勢４６名、ミニ出展１０社 

 

２．委員会報告 

① 総務委員会 

   ・会計監査 

開催日：令和２年４月９日(木)  場所：国鉄会館会議室 

天野会計事務所２名、太田理事長立合いのもと、佐々木監事、深川監事が会計監査を

行い、適正に執行されていることを確認頂いた。 

    ・総務委員長 大竹隆裕副理事長ご逝去 令和２年４月１４日 

 

② 組織強化委員会  

  第３回経営懇談会開催 

・開催日 令和２年３月１９日（木） 

・テーマ  「ジャパンゴルフフェアー２０２０視察会並びにセミナー参加」 

        ※新型コロナウイルスの影響でフェアー開催中止となり実現できませんでした。 

 

③ 管理委員会 

１） 研修会会員と連盟会員との勉強会並びに交流会を開催。 

・開催日  令和２年２月２０日（木）  

・場 所   勉強会 「ダンロップクラブハウス名古屋」    名古屋市中村区  

交流会（懇談会）「鳥飼総本家 名駅南店」   名古屋市中村区  

・出席者： 勉強会 ２１名、交流会  ２５名 

 

２） ３月研修会開催 

・開催日  令和２年３月１８日（水） 場所：中日 CC  

・参加者 ４０名 

尚、入会希望者３名のテストを行い、３名とも合格  
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合格者 佐藤優介（CRゴルフ）、竹中智哉（GF名高山）、金子健也（豊公橋） 

・開催日  令和２年 6月 18日（木） 場所：さなげ CC 

・参加者 44名 

入会希望者 3名のテストを行い、3名とも合格 

2019年度の新入会はトータルで１4名となりました。 

研修会登録者数 ６６名  ２０２０．６.末現在 

３） PGA 資格認定プロテストの受験手続についての説明と受験申込用紙の配布並び

に、令和元年度の研修会の成績により、PGA からの推薦枠に従って、二次テスト８

名、最終テスト２名の最終確認を行った。 

今年度プロテスト最終テスト推薦者は、 

大川功起（豊公橋）、毛利星蒔（豊公橋） の２名です。 

  ※尚、プロテストの実施日もコロナ感染拡大防止対策の関係で、実施内容、日程が変更にな

っております。 

   実施内容・・・・プレ予選、２次プロテストは開催中止。よって、今年度のみ受験者一律２次テ

ストを６会場で受験し、通過者は最終プロテスト進出。 

   日程 ２次テスト  ８月下旬～１０月上旬 １会場３日間 ５４ホール 

       最終テスト １１月１７日～２０日  ４日間 ７２ホール 

 

④ 広報委員会 

   第１回 広報委員会開催 

   開催日 令和２年３月１１日（水）  会場 名古屋国鉄会館 会議室 

   議 題  機関紙４９号発刊準備 

        ※記事内容の検討、担当割り付けなどについて、協議を行いました。 

 

第２回 広報委員会開催 

   開催日 令和２年６月９日（火）  会場 名古屋国鉄会館 会議室 

   議 題  機関紙４９号第１回目の読み合わせ 

        ※記事内容の確認、校正などの編集 

 

⑤ ゴルファー創生委員会 

    総会資料の令和２年度事業計画案で提出しました代替え案について、準備をしていたの

ですが、コロナ感染拡大防止対策によっては、中止になる可能性がありますことをご了承

下さい。宜しくお願い致します。 

     すでに、6 月のオアシス 21 イベントの代替えイベントも中止、また 8 月の森林公園の親

子野外授業イベントも未定状態です。 

 

３。県連活動報告 

(1）愛知県連  

① ４月１５日（水） 中日スポーツ・東海テレビ杯争奪ゴルフ練習場競技会 中止 

② ４月２０日（月） 理事会開催  中止    
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③ ５月１２日（火）愛知県ゴルフ練習場連盟 総会  中止 

④ 8月 21日（金）愛知県ゴルフ練習場連盟ジュニア大会（西尾 GC） 中止 

⑤ 公財）愛知県ジュニアゴルファー育成財団のジュニアレッスン＆ラウンドチャレンジにつ

いては、2月〜5月は中止でしたが、6月 21日は名古屋グリーン CCで開催しました。 

参加者５５名・・・コロナ対策も財団、ゴルフ場の協力もあり、無事終了いたしました。 

６月 28日もウッドフレンズ森林公園ゴルフ場で開催予定です。 

  

（2）岐阜県連 

        ① ４月１１日（土）、１２日（日）後援競技 岐阜オープン 2020 中止 

② ５月１４日（木） 岐阜県ゴルフ練習場連盟 総会  中止 

③ 7月 27日（月）サマーカップ in関ヶ原  中止 

④ 9月 15日（火）サマーカップ in瑞陵   中止 

             

（3）三重県連 

      ① ５月１２日（火） 三重県ゴルフ練習場連盟 総会  中止 

      ②6月 9日、10日 三重県オープン 中止 

 

４．事務局報告 

◎男女プロトーナメント入場券販売協力のお願い 

プロトーナメントの開催は、ゴルファー意識を高揚させる重要なイベントです。入場券の拡

販にご協力を今後とも宜しくお願いします。 

① 東建カップ                          開催日  ４月１６日  中止             

② 中日クラウンズ                        開催日  ４月３０日  中止 

③ 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン  開催日  ５月２２日  中止 

④ デサントレディース東海クラシック        開催日  ９月１８日 

⑤ バンテリン杯東海クラシック              開催日 １０月 １日 

尚、東海クラシックについては、当連盟の主力競技会「東海マスターズ」の開催と優勝

者のクラシック推薦枠を東海テレビ放送から頂いている関係上、チケット販売の協力は

欠かせません。 

つきましては、大変恐縮ですが、今年も下記内容にてご購入のご承認をいただきます

ようお願い致します。 

連盟理事・・・・東海クラシック入場券２枚のご購入をお願い致します。 

各県連・・・・・・東海クラシック入場券５枚のご購入をお願い致します。 

事務局からは以上です。 

  

   

 

 

 


