平成２７年度

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会

事業報告

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

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、スポーツ庁、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。

１． 交歓大会事業（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２８回全国グラウンド・ゴルフ交歓大会の開催
・期 日 ９月５日（土）～６日（日）
・開催地 山形県天童市（山形県総合運動公園）
・参加者 １，７２８名
（２）第９回全国グラウンド・ゴルフレディス交歓大会の開催
・期 日 ６月６日（土）～７日（日）
・開催地 秋田県大仙市（秋田太田奥羽グラウンド・ゴルフ場）
・参加者 ７６８名
（３）第７０回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会の開催
・期 日 ９月１９日（土）～２０日（日）
・開催地 和歌山県西牟婁郡すさみ町（すさみ町総合運動公園）
・参加者 ５７２名
（４）ブロック大会の開催
・北海道・東北（青 森 県）

７月 ７日（火）～

８日（水）

７６８名

・関

東（千 葉 県）

９月 ９日（水）～１０日（木）

１，１５６名

越（福 井 県）

５月３１日（日）

６２３名

・東

海（静 岡 県）

５月１５日（金）～１６日（土）

７２２名

・近

畿（京 都 府）

９月２５日（金）～２６日（土）

５７６名

・中

国（島 根 県）

６月２３日（火）～２４日（水）

７７９名

・四

国（愛 媛 県） １０月１１日（日）～１２日（月）

６１５名

・九

州（大 分 県）

・北

信

９月２５日（金）

１，２８０名
合

計

６，５１９名

（５）第１０回ジュニアグラウンド・ゴルフ発祥地大会への協力
・期 日 ８月１日（土）
・開催地 鳥取県東伯郡湯梨浜町（グラウンド・ゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」）
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（６）子ども交歓大会への助成
秋田県協会、山梨県協会、岐阜県協会、愛媛県協会が主催する子ども交歓大会へ助成をした。

２．指導者育成事業（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 ４月１８日（土）～１９日（日）
・開催地 東京都（国立オリンピック記念青少年総合センター）
・参加者 ７９名
（２）第１０回マスターサミット
・期 日 １０月２４日（土）
・場 所 国立オリンピック記念青少年総合センター
・参加者 ６６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（秋 田 県）

７月２５日（土）～

２６日（日）

６７名

・関

東（山 梨 県）

４月２５日（土）～ ２６日（日）

９８名

越（石 川 県）

７月１１日（土）～ １２日（日）

４７名

・東

海（岐 阜 県）

６月２０日（土）～ ２１日（日）

４６名

・近

畿（兵 庫 県）

５月２３日（土）～ ２４日（日）

７１名

・中

国（山 口 県）

５月１６日（土）～ １７日（日）

６７名

・九

州（長 崎 県）

６月２７日（土）～ ２８日（日）

８８名

・北

信

合

計

４８４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、４，５６６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（福 島 県）

５月２７日（水）～２８日（木）

１７０名

・関

６月１４日（日）～１５日（月）

１７１名

越（福 井 県） １０月 ３日（土）～ ４日（日）

１６４名

・東

海（愛 知 県） １０月 ８日（木）～ ９日（金）

２３５名

・近

畿（和歌山県）

２月２８日（日）～２９日（月）

２６５名

・中

国（岡 山 県）

５月２５日（月）～２６日（火）

５２４名

・四

国（高 知 県） １１月１０日（火）～１１日（水）

１０６名

・九

州（沖 縄 県） １０月１６日（金）～１７日（土）

７９名

・北

東（茨 城 県）
信

合

計 １，７１４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１７名を養成した。
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３．検査検定事業（公益目的事業）
（１）コースの認定
下記１７コースを新規認定コースとして認定した。また、５８コースを更新認定した。
第３７６号 岩手県 北上総合運動公園・グラウンド・ゴルフコース
第３７７号 広島県 山彦グラウンド・ゴルフコース
第３７８号 福島県 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ グラウンド・ゴルフ場
第３７９号 滋賀県 大谷公園グラウンド・ゴルフ場
第３８０号 兵庫県 グリーンエコー笠形 グラウンド・ゴルフ場
第３８１号 島根県 吉賀町蔵木グラウンド・ゴルフ場
第３８２号 京都府 阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場
第３８３号 山梨県 丘の公園 グラウンド・ゴルフ場
第３８４号 鳥取県 八幡グラウンド・ゴルフコース
第３８５号 熊本県 エコパーク水俣 グラウンド・ゴルフ場
第３８６号 広島県 グリーンピアせとうち グラウンド・ゴルフ場
第３８７号 千葉県 小湊グラウンド・ゴルフ場
第３８８号 福島県 バーデングラウンド・ゴルフクラブ
第３８９号 山梨県 フジプレミアムリゾート内フォレストパークグラウンド・ゴルフ場
第３９０号 滋賀県 あど川スポーツグラウンド・ゴルフ場
第３９１号 兵庫県 日光園ガーデングラウンド・ゴルフコース
第３９２号 栃木県 南平台グラウンド・ゴルフ場
（２）用具の認定
下記の５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１点・ボール１点＞

・株式会社ニチヨー

＜クラブ１点・ボール２点＞

・羽立工業株式会社

＜クラブ１点＞

・株式会社マルシン産業

＜クラブ２点＞

・株式会社アルカ

＜クラブ２点・ホールポスト１点＞

４．その他事業（公益目的事業）
（１）東日本大震災復興支援事業
グラウンド・ゴルフだよりを通して、被災地や被災された方々を支援するための広報活動を
行った。
（２）国際交流事業の実施
北東アジア及びスペイン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等の普及
活動を行った。
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（３）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、平均約１９０，０００部）
②ルールブックの発行（２０１５年版）
③グラウンド・ゴルフダイヤモンド賞の実施
屋外：２，３０６個（通算２０，３７１個）
屋内：１２６個（通算１，０２９個）
④会員継続表彰の実施
⑤ホームページの充実
⑥「ゴーゴーグラウンド・ゴルフ」
（改訂版）
、「やってみようグラウンド・ゴルフ」の販売
⑦会員バッジの販売
⑧「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
⑨会員証の発行
⑩普及用ポスター・チラシの配布
⑪認定コース一覧の配布
（４）各種会議の開催
①理事会の開催
第１回

５月２８日（木） 岸記念体育会館

第２回

３月

３日（木） 岸記念体育会館

②総会の開催
定 時

６月１７日（水） 岸記念体育会館

③各委員会の開催
総 務 委 員 会

５月２１日、１０月２０日、２月２４日

指導者育成委員会

９月１１日

交歓事業委員会

４月１５日、１０月１５日、２月２日

ルール等委員会

４月９日、８月３日、１２月２１日、２月８日

総務委員会・交歓事業委員会（合同会議）

１２月１１日

④全国都道府県グラウンド・ゴルフ協会事務局長会議
４月１４日（火） 岸記念体育会館
⑤用具認定企業懇談会
１１月２５日（水） 岸記念体育会館
（５）都道府県協会事業補助金
都道府県協会が主催する事業の一層の充実を図るため、補助金を交付した。
（６）グラウンド・ゴルフが健康に及ぼす効果に関する研究
グラウンド・ゴルフがプレーヤーの健康に及ぼす効果について学術的な研究を行うことを目
的に、普及指導員養成講習会等において調査を実施した。
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