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平成平成平成平成２２２２３３３３年度年度年度年度    公益社団法人日本公益社団法人日本公益社団法人日本公益社団法人日本グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ協会協会協会協会    事業報告事業報告事業報告事業報告    

（（（（平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで））））    

 

公益社団法人として、グラウンド・ゴルフの普及振興を図り、もって国民の体力の向上、心身の健全

な発達と生涯スポーツの振興に寄与することを目的に掲げ、公益財団法人日本体育協会、同加盟団体及

び各関係団体との協力・連携を図り、活動した。 

 

１１１１．．．．    交歓大会事業交歓大会事業交歓大会事業交歓大会事業（（（（公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業））））    

  グラウンド・ゴルフのより一層の普及・発展と会員相互の交歓を目的に開催した。 

（１）第２４回全国グラウンド・ゴルフ交歓大会の開催 

   ・開 催 地 香川県坂出市（瀬戸大橋記念公園） 

   ・開催期日 ９月３日（土）～４日（日） 

※台風１２号による荒天のため中止 

 （２）第５回全国グラウンド・ゴルフレディス交歓大会の開催 

    ・開 催 地 福岡県久留米市（筑後川リバーサイドパークグラウンド・ゴルフ場） 

    ・開催期日 ５月２８日（土）～２９日（日） 

    ・参 加 者 ９７５名 

（３）第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭への参加 

   ・開 催 地 栃木県矢板市（矢板運動公園） 

   ・開催期日 １１月６日（日）～７日（月） 

   ・参 加 者 ５２５名 

（４）ブロック大会の開催 

   ・北海道・東北（秋 田 県）  ７月 ２日（土）～ ３日（日） １，１５２名 

   ・関 東（埼 玉 県）  ９月２７日（火）～２８日（水） １，７９２名 

   ・北 信 越（石 川 県）  ６月 ５日（日）          ５９８名 

   ・東 海（静 岡 県）  ５月１５日（日）～１６日（月）   ７０９名 

   ・近 畿（和歌山県）  ９月１０日（土）～１１日（日）   ５０３名 

   ・中 国（鳥 取 県）  ５月 ９日（月）～１０日（火）   ７６１名 

   ・四 国（愛 媛 県） １１月１９日（土）～２０日（日）   ６５１名 

   ・九 州（鹿児島県） １０月２８日（金）        １，２８０名 

                            合  計  ７，４４６名 

（５）国民体育大会公開競技としてのグラウンド・ゴルフの企画立案 

    平成２７年度第７０回和歌山大会からの実施に向け、関係機関との調整等を行った。 

（６）第６回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会への協力 

（７）子ども交歓大会への助成 

    秋田県協会、千葉県協会が主催する子ども交歓大会へ助成をした。 
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２２２２．．．．指導者育成事業指導者育成事業指導者育成事業指導者育成事業（（（（公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業））））    

 （１）１級普及指導員＜マスター＞養成講習会（中央講習会） 

    ・期 日 ５月２１日（土）～２２日（日） 

    ・場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

    ・参加者 ６９名 

 （２）第７回マスターサミット 

    ・期 日 １０月１５日（土）～１６日（日） 

    ・場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

    ・参加者 ４３名 

 （３）２級普及指導員＜ゴールド＞養成講習会（ブロック講習会） 

   ・北海道・東北（福 島 県） １０月 ８日（土）～ ９日（日） ６３名 

   ・関 東（神奈川県）  ５月１４日（土）～１５日（日） ８４名 

   ・北 信 越（富 山 県）  ７月 ９日（土）～１０日（日） ５１名 

   ・東 海（岐 阜 県）  ７月 ２日（土）～ ３日（日） ４４名 

   ・近 畿（京 都 府）  ６月１８日（土）～１９日（日） ６０名 

   ・中 国（島 根 県）  ９月１７日（土）～１８日（日） ６７名 

   ・四 国（徳 島 県）  ７月３０日（土）～３１日（日） ３７名 

   ・九 州（佐 賀 県）  ７月２３日（土）～２４日（日） ９５名 

                            合  計 ５０１名 

（４）３級普及指導員＜シルバー＞養成講習会（都道府県講習会） 

   都道府県単位で実施をしている３級普及指導員＜シルバー＞養成講習会では、４，６８３名の 

養成、認定が行われた。 

 （５）２級・３級普及指導員グラウンド・ゴルフ研修交歓大会 

・北海道・東北（山形県） １０月２２日（土）～２３日（日）  １０３名 

   ・関 東（栃木県）  ５月１６日（月）～１７日（火）  ３２３名 

   ・北 信 越（石川県）  ６月 ３日（金）～ ４日（土）  １６８名 

   ・東 海（愛知県） １０月２１日（金）～２２日（土）  ３２６名 

   ・近 畿（兵庫県）  ２月２５日（土）～２６日（日）  ３５５名 

   ・中 国（広島県）  ６月 ６日（月）～ ７日（火）  ４５８名 

   ・四 国（高知県） １０月２２日（土）～２３日（日）  １１０名 

   ・九 州（熊本県）  ２月２２日（水）～２３日（木）  ３５８名 

                           合  計 ２，２０１名 

（６）公益財団法人日本体育協会と連携し、公認グラウンド・ゴルフ指導員３０名を養成した。 
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３３３３．．．．検査検定事業検査検定事業検査検定事業検査検定事業（（（（公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業））））    

 （１）コースの認定 

     下記１８コースを新規認定コースとして認定した。また、３９コースを更新認定した。 

      第３２２号 千葉県 九十九里ヴィラそとぼう グラウンド・ゴルフコース 

      第３２３号 埼玉県 四季の湯温泉ヘリテイジ グラウンド・ゴルフコース 

      第３２４号 新潟県 ヒメサユリ・グラウンド・ゴルフ場 

      第３２５号 三重県 メナード青山リゾート グラウンド・ゴルフコース 

      第３２６号 山形県 鶴岡市グラウンド・ゴルフ場 

      第３２７号 静岡県 東大室中央施設 グラウンド・ゴルフ場 

      第３２８号 千葉県 白磯グラウンド・ゴルフ場 

      第３２９号 兵庫県 しあわせの里 グラウンド・ゴルフ場 

      第３３０号 島根県 グリーンパーク雲南・グラウンド・ゴルフ場 

      第３３１号 島根県 風の国グラウンド・ゴルフ場 

      第３３２号 香川県 ホテルセカンドステージ グラウンド・ゴルフ場 

      第３３３号 広島県 廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場 

      第３３４号 兵庫県 村岡緑産グラウンド・ゴルフ場 

      第３３５号 沖縄県 沖縄県県民の森 グラウンド・ゴルフ場 

      第３３６号 沖縄県 沖縄県平和創造の森公園 グラウンド・ゴルフ場 

      第３３７号 京都府 二王公園 グラウンド・ゴルフ 

      第３３８号 愛媛県 ＷＩＧＣ（ウェルピア伊予 グラウンド・ゴルフコース） 

      第３３９号 広島県 金田さくら公園２１グラウンド・ゴルフ場 

 （２）用具の認定 

     下記の６社１１点を認定用具として認定した。 

      ・株式会社アシックス ＜クラブ３点・ボール２点＞ 

      ・株 式 会 社 ニ チ ヨ ー ＜クラブ１点・スタートマット１点＞ 

      ・羽 立 工 業 株 式 会 社 ＜クラブ１点＞ 

      ・井 上 工 業 株 式 会 社 ＜クラブ１点＞ 

      ・株式会社マルシン産業 ＜クラブ１点＞ 

      ・株 式 会 社 ト イ ズ ＜ボール１点＞ 

 

４４４４．．．．そのそのそのその他事業他事業他事業他事業（（（（公益目的事業公益目的事業公益目的事業公益目的事業））））    

 （１）国際交流事業の実施 

     北東アジア及びスペイングラウンド・ゴルフ協会におけるグラウンド・ゴルフの普及振興に 

関する情報交換及び用具の提供などによる普及活動。 

 （２）広報・普及活動の充実 

   ①機関紙「グラウンド・ゴルフだより」の発行（年４回発行、平均１９５，０００部） 
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   ②ルールブックの発行（２０１１年版） 

   ③グラウンド・ゴルフダイヤモンド賞の実施 

     屋外：１，９４０個（通算１１，８１３個） 

     屋内：１６５個（通算４２６個） 

   ④ホームページの充実 

   ⑤「ゴーゴーグラウンド・ゴルフ」、「やってみようグラウンド・ゴルフ」の販売 

   ⑥会員バッジの販売 

   ⑦「さぁはじめようグラウンド・ゴルフ」（改訂版）、「クラブで体操」の配布 

   ⑧会員証の発行【新規】 

   ⑨普及用ポスター・チラシの配布【新規】 

 （３）各種会議の開催 

   ①理事会の開催 

     第１回 平成２３年 ６月１６日（木） 岸記念体育会館 

     第２回 平成２３年１１月１５日（火） 岸記念体育会館 

     第３回 平成２４年 ３月 ７日（水） 岸記念体育会館 

   ②総会の開催 

     定 時 平成２３年６月１６日（木） 岸記念体育会館 

   ③各委員会の開催 

     総 務 委 員 会 ６月２日、８月２３日、２月１７日 

              事務補助金検討委員会：５月１７日 

     指導者育成委員会 ４月２５日、８月３０日、２月１４日 

     交歓事業委員会 ４月５日、７月１２日、８月２日、１２月２日、２月３日 

              用具認定企業懇談会：９月１３日 

   ④全国都道府県グラウンド・ゴルフ協会事務局長会議 

    ・期 日 ４月１９日（火） 

    ・場 所 岸記念体育会館 

 （４）都道府県協会特別事業助成 

     グラウンド・ゴルフの一層の普及発展を目的に、都道府県協会が行うモデル的な事業に対し、 

経費の一部を助成する。２２協会３３事業に対し、助成を行った。 

 （５）創立３０周年記念事業 

     平成２５年（２０１３年）に協会創立３０周年を迎えるにあたり、事業内容等の検討を行っ 

た。 

 

５５５５．．．．収益事業収益事業収益事業収益事業    

   グラウンド・ゴルフ用具を販売した。 


