2018 年 1 月度 ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）議事要旨
日 時：１月１９日（金）

9:30～11:30

場 所：ゴルフダイジェスト社 会議室
出 席：JGGA、NGK、JGRA、PGS、JGJA、ゴルフダイジェスト、リクルート、楽天、日本旅行、
ゴルフネットワーク、有識者、経産省、DSE
司 会：平野事務局長
議事録：PGS
馬場委員長の開会挨拶後、新たに委員に就任したダンロップスポーツマーケティング・浅妻肇氏
より挨拶があり、平野事務局長の進行により議事が進められた。
１．報告・検討事項
（１）ＧＭＡＣセミナー開催の検討について
開催日：2018 年 3 月 23 日(金) ジャパンゴルフフェア(3/23-25)
場所：パシフィコ横浜
セミナータイトル：「ゴルフ活性化に向け、広がりを見せる大学ゴルフ授業支援とペアスク
ランブルゴルフの輪」
受付開始：13:00、セミナー：13:20～15:20
【セミナー内容・進行】
セミナー内容、進行に関して、配布資料を基に検討。
・「大学ゴルフ授業支援」と「ペアスクランブルの広がり」の二本を柱とし、一方的な事例
紹介とはせず、ゴルフ人口の裾野拡大にどのように貢献できるのか伝える。
・セミナーは、２つのテーマでそれぞれ報告とディスカッションを分けて行う。
・登壇者は次の通り。
大学ゴルフ授業支援：北先生、高丸先生、学生、進行役：片山委員の４名
ペアスクランブル：ゴルフライフ社・田島社長、東我孫子 CC・崎濱支配人、進行役：片
山委員の３名(関西ゴルフ連盟からは登壇なし)
・G ちゃれ経験者が、ゴルマジや楽ゴルへ移行していった事例をパネルディスカッションに
て紹介する。
・G ちゃれ(12/27 八王子 CC)の様子を動画で紹介する。参加者のインタビューを含め、５～
６分程度が良いのではないか。
・GMAC 年間活動報告を 10 分程度行う。
・パネルディスカッションの内容・進行については、進行役の片山委員と登壇者にて当日以
外にも打合せを行い詰める。
【関西ゴルフ連盟取組み】
関西ゴルフ連盟(KGU)の取組みに関して、資料を基に馬場委員長より説明。
①ゴルフ振興初心者スクール：126 練習場で開校。現在は 12,000～13,000 名が参加。
②スコア 115 切チャレンジゴルフ：①の受講生、卒業生がゴルフ場でラウンド体験を行う。
参加 200 名見込み。
③ペアスクランブルゴルフ大会：予選、決勝大会を実施。参加約 1,500 名。
④学生ゴルフスクール：特に公立の高等学校向けに授業を実施。導入約 40 校。

・GMAC で KGU の取組みを紹介する場合、例えば質疑応答などにどのように対応するのか？
⇒あえて時間を設け紹介するのではなく、ゴルフライフの取組みと合わせて紹介する。
あるいは、フリーディスカッションの流れの中で、投げかけの材料として関西ではこ
ういう形でやっていると入れてみてはどうか。
⇒活動報告の中で触れる場合、どのような形で紹介するのか再確認する。
【その他】
・G ちゃれ学生登壇者に対して、昼食と若干の手当(交通費込み)をケアしてあげる必要があ
るのではないか？
⇒過去、学生に手当を支給したことはない。どの範囲まで支給するか北先生に確認。
・セミナー案内は例年のフォームで作成し、２月中旬には。各団体で募集が開始できるよう
準備を進める。
（２）「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学連携について
①G ちゃれ開催報告
・第 32 回～34 回(12/16、25、27)有馬 CC：甲南大学の正規授業。
・第 35 回(12/27)八王子 CC：インターカレッジ。
・第 37 回(1/17)GMG 八王子：参加者 22 名で終了。
・第 38 回八王子 CC：開催日訂正 1/30⇒1/31。桜美林大学が新規に単独開催。
・第 39 回(2/23)貞宝 CC：愛知県で初開催。インターカレッジの予定。
②２０１７年度 G ちゃれ中間総括 ：1/17 現在、489 名の大学生が参加。
③G ちゃれ展開案アイデア

：募集中。

④「東海地区大学ゴルフ授業研究会」発足と今後の活動 ：配布資料の通り。
⑤大学ゴルフ授業研究会組織の一部改編（2018 年 1 月～）
G ちゃれ推進部会は学習院大学・高丸先生が中心となって活動。
⑥JGGA からのクラブ提供と各大学からの喜びの声 ：配布資料の通り。
⑦第 2 回 PGA 大学ゴルフ実技研修会開催
2018 年 3 月 18 日（日）千葉工業大学・茜浜運動施設
⑧第 2 回大学ゴルフ授業シンポジウム兼第 7 回大学ゴルフ授業研究会開催
2018 年 3 月 24 日（土）パシフィコ横浜（ジャパンゴルフフェア会場内）
⑨B ちゃれ展開 ：参加者 12/20：5 名、1/10：1 名。
⑩リレー連載「我が大学のゴルフ授業」 ：配布資料の通り。
⑪公益社団法人全国大学体育連合の全国研修会予定
・第 9 回大学体育指導者養成研修会（東京）後援：スポーツ庁
2018 年 3 月 2 日～4 日 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス
・平成 30 年度大学体育指導者全国研修会（岡山）
2018 年 8 月 28 日～30 日 環太平洋大学ほか
（３）ゴルフ関連団体及び企業からのゴルフ活性化施策の実施状況報告と提案
①「ＰＧＡゴルフ市場再活性化策」の進捗状況報告

：特になし

②「ゴルマジ」・・・リクルートライフスタイル
・会員登録数：18,129 名(19 歳：5,491 名、20 歳：12,802 名) 1/15 現在
・施設利用数：31,508 回(練習場：28,874 回、ゴルフ場：2,634 回)
施設利用の傾向は昨年と変わらず。

・12/27 開催の G ちゃれ(八王子 CC)の様子を Twitter にてライブ投稿。チラシ配布による
告知を行った。
・2/9 放映予定「かんさい情報ネット ten！」(読売テレビ)にてマジ☆部の取組みを紹介予
定。桜ノ宮ゴルフクラブにて取材進行中。
・JGGA ニュースにて、ゴルマジの告知を掲載。
・第５期へのスケジュールは、前回報告のとおり。
・振返りアンケート：回答数 491（男性 331、女性 160）
レッスン利用意向が高い。来期のゴルマジではレッスンクーポンを浸透させ、利用可能
な施設数を増やしていきたいと考えている。
③「楽ゴル：ゴルフスタートアッププロジェクト」・・・楽天
・2017 年利用状況：楽ゴル提供ゴルフ場 367、プラン利用人数 38,506
練習場クーポン提供施設数 375、クーポン利用数 12,352
・2018 年 2 月より PGS 主催アマチュアゴルファーズ選手権(シニア・グランドシニア)の受
付開始。
・ジャパンゴルフフェアへ出展。
④「ゴルフ場を地域との交流の場として活用した地方創成事業」・・日本旅行
・常総市がたびーらゴルフを実施したいとの打診あり。
・トム・ワトソン GC(宮崎県)がサマンサタバサと業務提携しており、クラブハウス内にシ
ョップを展開している。たびーら・サマンサタバサ・宮崎県で企画検討の予定。
⑤「ゴルフのたすき」・・・ゴルフネットワーク
2018 年の活動を検討中。次回会議にて内容報告予定。
（４）各団体及び委員からの報告・連絡事項
①JGGA
ジャパンゴルフフェアに約 180 社(420 コマ)が出展。今回より金、土曜は 19 時まで開場。
ゴルフメディアの協力を得て、事前告知に力を入れ集客に繋げていく。また、GMAC 各団体、
各企業には素材を提供するので、可能な限り事前告知に協力いただきたい。
②NGK
PGS 主催アマチュアゴルファーズ選手権へ協力。（加盟 20 ゴルフ場で予選開催）
3/6(火)にゴルフ緑化促進会（GGG）と共催で「ゴルフ場環境セミナー」を開催。
③PGS
シニア・グランドシニア選手権が 2/1(木)より募集。
ダブルススクランブル 1/16(火)よりエントリー開始。今年からスクラッチ部門に加え、ダ
ブルペリア部門を加えて開催。
④JGRA
1/26(金)に賀詞交歓会を開催。
ジャパンゴルフフェアにてスクール事業の成功事例をテーマとしたセミナーを実施。
⑤JGJA
1/25(木)17 時より新年会を開催。トークセッションは表純子プロ。
⑥経産省
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業費補助金の募集が年度明けより開始。

２．その他
ゴルフ用品界より東我孫子 CC で行ったペアスクランブルのアンケート結果を紹介したいとの
要請があり、提供することが承認された。
３．委員会開催日程
2018 年 2 月 20 日（火）10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

3 月 12 日（月）9:30～11:30

於）ゴルフダイジェスト社

4 月 9 日（月）16:00～18:00

於）ゴルフダイジェスト社

※会議室の関係で当初決定より 30 分遅らせる
以上

