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       ジュニア会員のみなさん、今年もどうぞよろしくおねがいいたします。 

今回は、ゴルフ場のジュニア料金情報、春休みの春季大会のご案内、ジュニアゴルフ会員証の更新のお知ら 

せです。大会へのお申込み、会員の更新手続きは、お忘れなきようお早めにお願いします。 
 

１．広島県ジュニアゴルフ会員特典のご案内 

  『ゴルフ場ジュニアゴルフ会員向け特別料金設定情報』                  
 

広島県内のゴルフ場では、ジュニアゴルフ会員向けに特別料金を設定していただいています。 

まだラウンド経験のない場合は、練習場の先生にゴルフ場に出てラウンドできるか相談してください。 

先生からＯＫがでれば、ぜひラウンドしてみましょう。 

別紙「ゴルフ場ジュニアゴルフ会員向け特別料金設定情報」をご確認の上、ゴルフ場へジュニア会員で 

あることを伝えて予約を入れて下さい。 基本条件等をよく読んでおいてください。 

ラウンド当日は、フロントでジュニアゴルフ会員証を提示してください。会員証の提示がないとジュニアゴル 

フ会員特別料金が適用されないことがあります。ご注意ください。 
 

   
２．「ジュニアゴルフスクール平成２９年度第２期受講生」募集  

        平成29年度第2期体験メニューの受講生を募集します。 

        兄弟・姉妹、お友達をぜひお誘い下さい。みんなで楽しくゴルフをしましょう！！！ 
  

 募集期間：平成３０年１月 ２日（火）～ １月１９日（金） 

 受講期間：平成３０年１月２０日（土）～ ３月２３日（金） 
 

          受講申込書は実施練習場にあります。練習場へお申込みください。 
  

３．広島県ゴルフ協会ジュニアゴルフ会員証登録更新手続きのお願い 
 
     現在お持ちのジュニアゴルフ会員証の有効期限は平成３０年３月３１日迄となります。 

      ジュニアゴルフ会員資格は、高校３年生卒業年の３月末日迄です。 

更新該当者の皆さんは、別紙「会員証登録更新手続きのご案内」をご覧いただき、 

同封の払込取扱票にてお早めにお手続きをお願いします。 
 

（裏面へ続きます） 

 
ジュニア会員向け特別料金は、加盟クラブにジュニア育成活動へのご理解をお願いし、ご協力を得て設定し

ていただいております。①予約時にはジュニア会員であることを伝える。②ジュニア会員証を提示する。③クラ

ブハウスでは挨拶をして、エチケットマナー・ルールを守る。④一般のお客様へご迷惑にならないよう心がけ

る。基本的な約束事はしっかりと守るようジュニア会員のみなさん、保護者の皆様へお願いします。 

またゴルフ場は、土・日・祝日は特に混雑します。混雑状況によってはご利用になれない場合もあります。 

特別料金でのラウンドは、加盟クラブ、ジュニア会員のみなさんそして保護者の方のご理解とご協力があって

こそ継続できることです。その旨を充分ご配慮の上、ご利用いただきますよう宜しくお願いします。 
 

 



４．春季合同練習会・記録会開催のご案内  

  お待たせしました。春休み期間中に開催する合同練習会・記録会のご案内です。 
    

競技会〈参加対象：レベルＡ・高ゴ連（中級）〉は春季には開催いたしません。 
次回は平成30年夏季（夏休み期間中）開催予定です。 
  

大会名称 開催日 開催会場 参加資格 
 

実施方法 
 

 
 
 
 

平成２９年度第２期  
春季合同練習会 

 

参加対象練習場は 

実施要項参照 

［西部地区］ 
 
平成３０年３月２９日 （木） 
 

太田川ＧＣ 

 

西部地区対象練習場 
 

・H２９年度第２期 

体験メニュー受講生 
 
・レベルＣ２・Ｄ・Ｅ 

 

 
体験メニューのゴルフ場体験
とステップアップスクールを
併せて、３ホールから９ホー
ルのラウンド体験指導を行
う。 
参加受講生の年齢・能力に
より３～４名の組に分け、１組
に１名の指導者がつき、ゴル
フ場でのエチケットマナーや
ルール、技術等を指導する。 

［東部地区］ 
 
平成３０年４月 ３日 （火） 
 

久井ＣＣ 

 

東部地区対象練習場 
 

・H２９年度第２期 

体験メニュー受講生 
 
・レベルＣ２・Ｄ・Ｅ 

 

平成２９年度  
第２回記録会 

平成３０年３月２６日 （月） 
フォレストヒルズ 
ゴルフ＆リゾート 

所属練習場指導者から 

出場許可を得た 

下記レベル会員 

・レベルＣ１・Ｂ 
 

高ゴ連所属会員 

・初級 

 
９ホールの部と１８ホールの
部に分かれて実施する。 
各組に１名の指導者が担当
してマナー・ルール・技術等
を指導する。 
 

                                   （ 高ゴ連 ＝ 高等学校ゴルフ連盟 ） 
 

『合同練習会』は 

参加対象練習場を西部地区と東部地区に分けて開催します。 

平成 29 年度第 2 期体験メニュー受講生のみなさんとステップアップスクールを受講されている「Ｃ2・

D・E クラス」のみなさんが集まってラウンドレッスンを行います。年齢とレベルにより 3～4 名の組に

分かれて、1 組に 1名ずつ指導者と実行委員（カート運転等進行補助）がついて、ゴルフ場でのエチケッ

トマナーやルール、技術等を指導します。 
 

『記録会』は 

ステップアップスクールを受講されている「Ｃ1・Ｂクラス」のみなさんと「高ゴ連所属会員（初級）」の

みなさんが9ホールの部と18ホールの部に分かれて行います。 

各組に1名ずつの指導者と実行委員（カート運転等進行補助）がついて、ルール・マナー等を指導します。 
 

  詳しくは、別紙実施要項をご確認ください。  

大会への参加は１人１回です。参加する大会への申込みについては、所属練習場・高等学校の先生に 

ご相談ください。 

 現在ステップアップスクールを受講されていない会員の方は、受講していた練習場の先生から出場許可 

   をもらい、練習場を通じてお申込み願います。 
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西部地区：平成３０年３月２９日（木） 太田川ゴルフ倶楽部 

        （住所 広島市安佐南区東原 1-22-11  ℡ ０８２（８７４）６８１１） 
 
 

＜西部地区対象練習場＞ 

グリーンプラザ５４・道祖園ゴルフセンター・高陽ゴルフセンター・ピーズリンクス 

ラブゴルフクラブ・広電ゴルフ・ゴルフ ZONE 戸坂・ウッディゴルフスクエア 

舟入ゴルフガーデン・ロイヤルゴルフガーデン・ミスズゴルフ・廿日市グリーンスポーツ 

 
 

東部地区：平成３０年４月３日（火）久井カントリークラブ 
 （住所 三原市久井町坂井原絹掛 755  ℡ ０８４７（３２）７１４１） 

 
 

＜東部地区対象練習場＞ 

     服部大池ゴルフクラブ・沖浦ゴルフセンター・エヴォルヴィン（Evolvin）・鞆の浦ゴルフセンター 

     神辺中央ゴルフ・カンナベゴルフセンター・新市ゴルフセンター・鈴池ゴルフセンター 

     ゴルフメイト・東城ゴルフガーデン・玉の浦ゴルフ練習場・セラゴルフガーデン・西野ゴルフ 

     ゴルフメイトスイープ・サンセゴルフガーデン・ゴルフメイト高屋・西条ヒルサイドゴルフ 

     安浦シーサイドゴルフ・呉二河峡ゴルフセンター・ＫＳＰゴルフガーデン 

  

春季合同練習会 申込締切期日：平成３０年２月１４日（水）厳守 

＜注意：申込締切後は一切参加申込受付をいたしません。＞ 

 
 
   
 
 

《参 加 対 象》： ・平成 29 年度第 2 期体験メニュー受講生 

・広島県ゴルフ協会ジュニア会員 レベルＣ2・D・E 
                            

《参加申込方法》：練習場ごとでのお申込みとなります。参加申込書は練習場の先生にもらって下さい｡ 

参加申込書に必要事項を記入の上、2月14日（水）までに担当の先生にお渡し願います。 
 

 ※現在ステップアップ講座を受講されてない会員は、これまで受講していた指定練習場の 

  先生から出場許可をもらってください。 
 

《参 加 料》：２，０００円 ステップアップ受講生のみ（Ｈ29 年度第 2 期体験受講生は参加料はいりません） 

 

《昼 食 料》：１，０００円 全員（体験受講生とステップアップ受講生） （昼食は指導者と一緒にとります） 
 

 
  （裏面へ続きます） 

  



 
☆持ってくるもの（持参物には必ず名前をご記入ください） 

ゴルフボール・ゴルフクラブ・キャディバック（必ず名札（受講生名）をつけてください） 

歩きやすい靴（ゴルフシューズまたは滑りにくい運動靴）・帽子・着替え・タオル・水筒 

ゴルフ用手袋・ティペッグ・ボールマーカー 

健康保険証（本証をお持ちください。コピーでは保険診療の適用は受けられません。） 

〈雨天の場合：レインウェアー・傘等〉 〈持っている方：グリーンフォーク・目土袋とスコップ〉         
                                 

☆貸クラブについて 
   参加申込みの際、練習場の先生にお申込みください。身長に合わせたクラブを貸出します。 
 
 ☆天候による条件  

      悪天候により実施不可能となった場合は中止となります。           
当日の朝７：００時点の天候・道路状況で決定します。                 
練習場より連絡を致します 

 
☆その他注意事項  

   当日は必ず朝食をとり、体調を整えてラウンドに備えましょう。 

   組合せ等は、当日配布します。 
 ※ 申込後、参加者への資料送付はありません。上記のスケジュール、持ってくるもの等をご確認の上、ご参加ください。 
 

 保護者の方へ  
 
◎ゴルフ場への送迎は原則として保護者の方が責任を持って送迎してください。 
尚、原則と異なる場合は保護者同意の上で練習場の先生とご相談ください。  

◎受講生の参加料・昼食料は、当日、受講生受付にてお支払いください。  
◎保護者の昼食は予約販売(１人１，０００円)となります。ご希望の方は申込書に数量を明記してください。

当日、保護者受付にて代金引換で食券をお渡しします。お弁当等の持込はご遠慮願います。  
◎保護者の方へ保護者ボランティアとして当日のお手伝いをお願いすることがあります。 

ラウンドレッスン中のカートの運転・進行補助等です。多少ラウンド経験がある方でお手伝いできる方は 

参加申込書にご記入ください。お手伝い可能とご回答いただいた中から組合せ等で調整の上、お願いする 

方には、直接ご連絡を致します。保護者のみなさまのご協力を宜しくお願い致します。  
◎不測の事故に備え当日はクラブハウス内に看護師が常駐します。当日の緊急連絡先を必ずご記入ください。  
◎コース内での見学は一部可能ですが、コースの状況によっては見学をお断りする場合もありますので、 

  予めご了承ください。小さなお子様を連れての見学は危険ですのでご遠慮願います。 

見学をされる場合は運動靴またはゴルフシューズを必ず着用してください。 

事故防止の為、プレーヤーより前に出ないようにご注意願います。  
◎犬などのペットのコースへの連れ込みはご遠慮願います。  
◎ジーンズ（デニム）・サンダル・ミュール・ゾウリ履きでのクラブへの来場はご遠慮願います。  

 

 
スケジュール：受付時間 ９：３０～９：５０ （必ず時間内に受付を終了して下さい｡） 

 

１０：００   開講式 

１０：３０     レッスン開始 

１５：３０頃  閉講式 

         閉講式終了後解散 
   

※当日、受講生はクラブ置き場にてキャディバックの受付をします。 

必ずキャディバックにネームタグ（名札）をつけておいてください。 

次に、クラブハウス内の受講生受付にて参加料（ステップ受講生のみ）と昼食料（全員）を支払い、 

名札等を受取ります。 

当日、受付が大変混雑します。釣銭がいらないように、体験生は 1,000円 ステップ生は 3,000円を 

ご準備の上、受付をしていただきますようご協力願います。 

ラウンドレッスンはレベルに合わせて３～４人のグループに分かれて１組に１人の指導者が担当します。 

昼食はグループ毎に指導者と一緒にとります。 

  ‼注意‼ ラウンドする服はポケットがついたものを着用してください。（ティペッグや予備のボールをいれるため） 
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  （住所：三原市本郷町善入寺 64-10  ℡ ０８４８（８６）８２２２） 

  
《参 加 資 格》：・広島県ゴルフ協会ジュニア会員 レベルＣ１・Ｂ  

・広島県高等学校ゴルフ連盟所属会員（初級者）  

《部門参加対象》：【9ホールの部】 

           ①記録会に初めて参加する者  
           ②前記録会9ホールの部でスコア60を超えた者  
           ③前記録会18ホールの部でスコア130を連続2回超えた者  
           ④9ホールスコア60以内、18ホールスコア130以内の者で、9ホールの部へ参加を 

            希望する者            
         【18ホールの部】 

           ①9ホールの部に参加してスコア60以内でラウンドし、指導者から承認された者  
           ②18ホールの部に参加してスコア130以内でラウンドした者 
 

《参加申込方法》：練習場、学校（高ゴ連）ごとでのお申込みとなります。練習場、学校（高ゴ連）の先生に 

         参加申込書をもらって下さい｡ 

参加申込書に必要事項を記入の上、2月11日(日)［締切り厳守］までに担当の 

先生に提出願います。 
 

《参 加 料》：２，０００円   
 《参加料と昼食料は、当日、受講生受付にてお支払いください。》  

 《昼 食 料》：１，０００円  
 

《スケジュール》：受付時間 7：３０～７：５０（必ず時間内に受付をしてください。） 

開講式 ８：００ ／  終了予定時刻 １６：３０頃（閉講式後解散） 
 
《その他注意事項》：現在ステップアップスクールを受講されていない会員の方は、受講していた練習場の先生 

         から 出場許可をもらい、練習場を通じてお申込み願います。  

《表    彰》：18ホールの部上位入賞者は表彰します。 
 

《そ の 他》：組合せ・注意事項などは、後日直接ご本人宛にお送りします。 
         

 持参物  

ゴルフボール・ゴルフクラブ・キャディバック（必ず名札をつけておくこと）・歩きやすい靴（ゴルフシューズ  

もしくは滑りにくい運動靴）・帽子・ゴルフ用手袋・ティペッグ・ボールマーカー・グリーンフォーク 

着替え・タオル・水筒・健康保険証（本証をお持ちください。コピーでは保険診療の適用は受けられません。） 

（雨天の場合：レインウェアー・傘等） （持っている方：目土袋とスコップ）  
 貸クラブについて  

参加申込みの際、練習場の先生にお申込みください。身長に合わせたクラブを貸出します。  

 天候による条件  

雷雨や豪雨などにより実施不可能となった場合は中止。（当日の朝６:００時点の天候・道路状況で決定します）  

 保護者の方へ  

☆保護者の昼食は予約販売（１人１，０００円）となります。ご希望の方は申込書に数量を明記してください。 
当日、保護者受付にて代金引換で食券をお渡しします。お弁当等の持込はご遠慮願います。 

☆保護者の方（多少ゴルフ経験がある方）で当日お手伝いしていただけるボランティアを募集します。 
ラウンドレッスン中のカートの運転・進行補助等です。お手伝いが可能な方は参加申込用紙にご記入ください。 
組合せ等を考慮して、ボランティアをお願いする方には後日ご連絡させていただきます。 

☆コースへの送迎は原則として保護者の方が責任をもって送迎してください。 
尚、原則と異なる場合は保護者の同意の上で練習場の先生と相談の上決めてください。 

☆申込書に当日の緊急連絡先を必ず明記してください。 

☆ジーンズ（デニム）・サンダル・ミュール・ゾウリ履きでの来場は、ご遠慮願います。 
 


