２０１８年３月度 ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）議事録
日 時：２０１８年３月１２日（月） 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、PGA、ゴルフダイジェスト、リクルート、楽天、
ゴルフネットワーク、有識者、経産省
欠 席：日本旅行、DSE
司 会：平野事務局長
議事録：ＪＧＧＡ
１．開会挨拶（馬場委員長）
いよいよ今月ゴルフフェアが始まりますが、GMAC セミナーについては皆さんもいろいろと
活動して頂きまして大分内容も固まって来ましたことに感謝申し上げます。当日の成功に
向けて引き続きの努力をお願いします。
ゴルフフェア全体の事ですが、今年で横浜は 2 回目という事で中のコンテンツもかなり
充実して来ておりますし、また対外的なアピールも昨年以上にメディアの方々の協力を
頂き、またいろいろなパブリシティを使い活動しておりますが、是非それに頼らず各団体
の関係者や知り合いの方に会場に足を運んで頂く様にご協力をお願いします。
２．報告・検討事項
（１）ＧＭＡＣセミナー開催について
・事前に各委員に送られたスケジュールと準備リストに基づき事務局より説明があった。
・各団体での参加状況の報告を受け、全体の把握がされた。
PGS 12 名、JGRA 9 名＋2 名、JGGA 15 名、JGJA 確認中、NGK 19 名、JGA 5 名、
一般含め合計で約 60 名と言う状態で有る。
昨年の 3/16 時点では 98 名なので少し少ない状態で有り、もうひと頑張りして欲しい。
・準備状況 昨年同様に NGK で領収書含めた会計処理
受付は各団体での担当窓口を配置
ステージ正面のスクリーンに投影予定、タイトルボードは無し。
セミナー出演者は準備リストの通り、前垂れは作成する。
進行台本は DSE にて作成、司会は松尾委員
配布資料は 3/16 締切で DSE で取り纏める
封筒に入れる添付資料は以下の通り(各 200 部)
ゴルフ用品界書籍
チラシ（ゴルフのたすき、エンジョイゴルフ、ゴルマジ、楽ゴル、アンケート）
その他要望有れば 3/20 までに DSE へ送付、または直接持込で対応
JGGA のペアスクランブルチラシも対応を依頼する
受付で資料交換券を受けとり、その後資料と交換する
プロジェクターは JGGA の持込分を使用する
フェア会場への入場の名札を貰いたい（経産省、その他要望あれば対応する）
飲食関係は事務局で準備する
・スケジュールの確認
会場はアネックスホール Ｆ２０５ 控室はＦ１
昨年と違い控室は若干離れている

当日は DSE 運営メンバーが 10 時 30 分に集合、封筒、配布資料の準備を行う
運営メンバーは 11 時 30 分に集合
12 時からプロジェクター、スクリーンを使用してリハーサルを行う
受付け要員は 12 時集合し 12 時 40 分から受付開始、各団体最低 1 名対応
12 時集合以降は準備状況を把握しながら昼食を摂って貰う
セミナー出演者は 12 時 30 分に集合して頂く
セミナー開始は 13 時 20 分
セミナーの開始以降の内容と登壇者、タイムスケジュールは案内資料の通り
質疑はテーマ１、テーマ２それぞれの後に行いテーマごとに完結させる。
当日の資料持込が 10 時半までにできれば DSE メンバーで資料の準備は出来る
当日のＦ２０５、F1 の部屋は朝から空いているので早目の対応は可能で有る
ＧＭＡＣの活動報告の内容は以下の通り
活動方針として以下の 3 つの分科会で活動
① 若年層活性化 ゴルフを始めるきっかけつくり
② 40 代～50 代のゴルフ未経験者掘り起しと休眠ゴルファーの再開支援
③ ゴルフ市場活性化に関する情報発信・提案力の強化
活動内容
① 大学ゴルフ授業の充実
② ゴルフ再開支援イベント「エンジョイゴルフＤＡＹ」の計画
③ 社会生活基本調査とレジャー白書を受けてのゴルフ人口考察に関する
ニュースリリースの件
協力事業についてのサマリーデータ
① ゴルマジ 会員登録数、延べ施設利用数
② 楽ゴル

提供プランに対する提供施設と利用人数

③ たびーら(日本旅行) たびーら・スイーツゴルフの実施状況
④ ゴルフのたすき

放送番組、教える人×教わる人イベント

早期リタイア防止の内容は発表するような活動まではしていないので内容からは外して欲しい
今回のセミナーで GMAC のニュースリリースを紙で配布するかどうかは検討する
協力事業の数字的なデータについては必要な情報は事務局あてに送って下さい。
（２）大学のゴルフ授業充実を目指した産学連携について
①来年度のＧちゃれの開催について
首都圏 20 回程度、関西 10 回程度、東海 6 回程度を予定している
開催実績の無い愛媛、石川、滋賀なども計画して行く
引き続き開催コースの交渉にあたって行く
②Ｂちゃれ
ブリヂストンスポーツの丸の内のインドア練習場での開催を計画している
④ PGA 大学ゴルフ実技研修会」を 3/18〈日〉に千葉工業大学で開催する
ＢちゃれのＢはビギナー？ その他にもいろいろと意味は掛けている。
インドアで手軽に参加できるＧちゃれと位置付けて行く

（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
①ＰＧＡ 先週大体連の指導者研修会が開催し大学ゴルフ授業カリキュラムの講義を行った。
「ＰＧＡゴルフデビュープログラム」の進捗状況報告
3 月よりデビュープログラム 7 日⇒5 日短縮し費用 26,000 円とする
3 月、4 月で 6 ｹ所に拡大する、関西ばかりだが 5 月以降は茨城などにも増える予定である。
②「ゴルマジ」・・・リクルートライフスタイル
・会員登録数：22,556 名(19 歳：8,133 名、20 歳：14,422 名)

3/6 現在

・施設利用数：38,520 回(練習場：35,235 回、ゴルフ場：3,195 回
・栃木のゴルフ場ではオフシーズン限定で食事代＋利用税のみの格安クーポンが利用された
ゴルマジも 5 年目にはこの様なクーポンプレーもお願いしステップアップを目指していく。
・マジ部に「海マジ」が新企画としてスタートする。19，20 歳限定でのマリンアクティビティ
・第 5 期のゴルファーを育てる施策
①有料レッスンのサブクーポン導入促進（15 分 540 円程度？）
②練習場→ゴルフ場の導線強化 アプリの中で情報を書いたり簡易チラシを配布するなど。
・第５期へのスケジュール

4 月 2 日スタート予定（4 月末までは受け付ける）

③ 楽ゴル：ゴルフスタートアッププロジェクト」・・・楽天
・2018 年利用状況：楽ゴル提供ゴルフ場 185、プラン利用人数 4,047
練習場クーポン提供施設数 377、クーポン利用数 2,965
今年度はまだ 2 ｹ月経過時点なので利用数も少ない、各ゴルフ場への参加を促していき。
・栃木県名門ゴルフ場 CUP を 4 コースで開催する。遠いイメージで有るがコース評価は高い。
8 割が 1 人予約ユーザーで定員 200 名の所に 197 名が参加した
GREEN GORA で電車でゴルフを提唱している。若者にもそのスタイルをＰＲして行く。
楽ゴルプランは最初 9H でスタートしたが 9H では魅力が少なく見直しでは 18H プランが多い。
栃木名門ゴルフ場 CUP は冬期の通常料金であるが楽天ポイントの付与が特典として有る。
また栃木県観光物産協会が後援しパスポートを発行し掲載店舗では別途サービスを受けられる。
経験者と若い方が一緒にプランに参加する場合は 9H では物足りないケースが多い様だ。
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

報告事項無し

⑤「ゴルフのたすき」・・・ゴルフネットワーク
・2017 年度の活動実績 4 話作り 180 回以上の放送を行った。
・ゴルフのたすきイベント

10/9 に 50 組 100 名が参加 取手国際ＧＣで古閑美保プロが登場。

・2018 年活動プラン 2017 年＋プレイベント、プレスリリース、ハンドブック作成など
・アンバサダー 古閑美保プロ、ＭＣ かえひろみ、マスコット あなグマくん
・コンセプトは教える人にフォーカスし、イベントはペアスクランブル方式を採用する。
（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 2018 は 10 日後に開催される。
・ゴルフメディアの協力を得て事前告知がかなりされていますが、出来る限り来場者の
増加を図る為に各団体には集客に更なる協力をお願いする。
・前回チラシは配布しているが、見開きの 16 ページに及ぶガイドブックが完成している
入場の名札と共に必要に応じて配布させてもらうので要望を連絡してください。

②ＮＧＫ
・定時総会が５／２４(木)に開催するがその際に懇親会も開催するので参加して下さい。
③ ＰＧＳ
・３／１から年齢制限の無いアマチュアゴルファーズ選手権の募集が始まる。
・シニア、グランドシニア選手権の参加者がほぼ確定して来ており、参加者は 2,784 名、前年
に対して約 210 名増加と言う現状です。シニアの方は予選が３／１８～開始する予定。
④ ＪＧＲＡ
・ジャパンゴルフフェアに出展し集客と練習場ビジネスセミナーの募集も行っている。
また明日の理事会で６月の総会に向けて次年度の活動方針でジュニアをどのように育成して
いくかの検討を行っている。
⑤ ＪＧＪＡ
GMAC セミナーの参加者は有料２名、メディア４名で有る
・ジャパンゴルフフェア 3 月 23 日（金曜日）11:00～
「ｺﾞﾙﾌを普及させるための中継スタイル」登壇 大西久光氏、JGA 山中専務、アメバ TV など。
⑥ 経産省
・今国会に提出中の「生産性向上特別措置法案」では固定資産税の特例が付く是正措置である
・法案が３月中に通ればその後自治体で準備をした後に市町村から通知が行く。
後日必要に応じて申告頂ける企業は利用ください
２．分科会ごとの討議・討議結果を発表
＜４０～５０代活性化分科会＞
・「エンジョイ・ゴルフ DAY」に関し、５／１９（土）に東我孫子 CC で開催する。
・ゴルフフェアよりチラシ配布、募集ページの開設ができるよう進めている。
・運営費の一助として協賛社を募り協賛社ロゴをチラシに掲載する。
・コンペ賞品の協賛、試打会で使用するクラブの貸し出しなど今後協力を相談したい。
＜若年層活性化分科会＞
・２０歳代社会人を対象とした「社会人版Ｇちゃれ」の具体化を検討中。まずはＧＭＡＣ
参加企業の２０歳代社員を対象に、テスト実施できればと考えている。
＜情報発信強化分科会＞
・情報発信の鍵となる媒体は、ＧＭＡＣのホームページである。各団体に担当を決め、
ＧＭＡＣホームページへの情報アップを依頼しているが、もっと機能させる必要がある。
ゴルフフェア期間中に、担当に集まってもらい協議することにした。
３．委員会開催日程
2018 年 4 月

9 日（月）16:00～18:00

於）ゴルフダイジェスト社

5 月 17 日（木）10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

6 月 15 日（金） 9:30～11:30

於）ゴルフダイジェスト社

以上

