2019 年５月度 ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）議案要旨
日 時：5 月 23 日（木） 10：00～12：00
場 所：ゴルフダイジェスト社 会議室
司 会：事務局 平野（ＪＧＧＡ）
議事録：ＪＧＪＡ
１． 開会挨拶 手塚委員長
5 月 19 日のエンジョイゴルフＤＡＹは成功裏に終わり、嬉しく思っています。来月、
JGTO とのイベント企画もあり皆様にご負担をお掛けしますが、よろしくお願いいたし
ます。
２．全体議論
（１）エンジョイゴルフＤＡＹ（５／１９＠大宮国際 CC）の実施報告
・参加料金：１人 4,000 円

18 歳以下 2,000 円（9 ホールプレー代、諸税込、パー

ティ軽食、ソフトドリンク・賞品代込、昼食別）
・プロによるワンポイントレッスン（インストラクター2 名）、パターレッスン、
エチケットマナー講習（11 時～）
・アトラクションの部 （参加無料）スナッグゴルフ体験 3 家族参加
・24 ペア 48 名参加

最終組 14:20 スタート

ラッキーゾーン設置（-2 になる）

・9 ホール 3 時間（ペースが遅かった ゆったり回っていた）課題
初心者組には進行管理のスタッフを付け誘導
・表彰式も 30 分程度遅れて 19 時～
・参加者アンケート（別紙）レッスン、手引きカート、時間等に対する改善要望
（意見・質問等）
・最終組スタート後のイベントで他のゴルフ場に横展開できるのではないか。
・初心者の組みは 6 ホールが限界では。安全管理も重要（今回は問題なかった）。
・情報（運営マニュアル）をパッケージにしたら興味を持ってもらえるゴルフ場が
あるのでは。得られた知見のマニュアル化が必要。
・河川敷がキーワードでは。初心者が来ることを河川敷コースも分かっている。次
のステップとしては良いのでは。NGK の河川敷委員会があるので紹介する。
・練習場のラウンドレッスンにも活用でき、一緒にできるのではないか。
（２）JGTO ツアー選手による地域活性化イベント（6/29 開催予定）の準備状況報告
・JGTO との協議継続
・福島オープンでイベント実施（6/29 予選落ち選手最大 4 名）
・開催練習場：パーリオゴルフレンジ(白河市)、宝沢ゴルフビレッジ(郡山市)。
・原資はクラウドファンディング（キャンプファイア）を活用：今回は手数料無料
キャンペーンを活用（5／30 公開予定）
返礼品購入してもらう 直筆サインをつけてボール 7000 円/打
・GMAC 発信ニュースリリース案の検討（別紙）
JGTO（青木会長）のコメントを入れた方が良いのでは。
今年は別として、プランは GMAC で主体は JGTO、選手会が望ましい。

（３）2019 年のＧＭＡＣ活動テーマ 「女性ゴルファーの創造」
・Oggi GOLF からの提案（JGF セミナーからの派生企画）別紙
50 分×3 回でとりあえず球が当たるようにするレッスン
「0⇒1」にする永井延宏プロのレッスン
練習場とショートコースを活用
JGF セミナーの提案内容からつながり、かつゴルフ専門媒体以外の企画で
未経験者への広がりも期待できるため、GMAC の後援（アンケートに協力して
もらうなど）について、承認を得られた。
３．報告・検討事項
（１）「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学連携について（別紙）
①Facebook アカウント変更

⇒ 「一般社団法人大学ゴルフ授業研究会

②2019 年度 ・前期 「G ちゃれ」開催
◎2018 年度「G ちゃれ」参加数 485 名
第 71 回 6 月 9 日八王子カントリークラブ
第 72 回 7 月 21 日名古屋グリーンカトクラブ
第 73 回 7 月 23 日八王子カントリークラブ （慶應大学単独開催）
第 74 回 7 月 26 日ベルビュー長尾ゴルフクラブ、JGJA との共催企画
・服装がカジュアル OK のコースでの開催
第 75 回 7 月 29 日八王子カントリークラブ
③2019 年度大学体育全国研修会（8/26～29 於：新潟県佐渡市）
ゴルフ： ときの郷ゴルフクラブ 、講師：松林幸一郎 ・亜大
④武蔵野美術大学新設授業「ゴルフビジネス論」14 講座を実施中。
⑤PGA 井上副会長によるゴルフ授業(6/25)
於：武蔵野美術大学鷹の台キャンパスグラウンド
（２）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ゴルマジ・・・リクルートライフスタイル（別紙）
・会員登録数 3,031 名(19 歳：364 名、20 歳：2,667 名) ※5/20 時点
・施設利用数 1,611 回(練習場：1,482、ゴルフ場：129)
・賛同施設数 ゴルフ場：69、練習場：112 ※5/20 時点
・賛同施設を増やすための方策
5/22 開催の GDO と共催「じゃらんゴルフフォーラム」で講演（90 名参加）
・会員を増やすための方策
トーナメン観戦無料を今期も実施に向けて調整中
姉妹企画「お湯マジ！」の早期化（ 5 月 29 日～実施予定）により対象が同じでゴ
ルフへ誘導
・その他
利用 が多い施設を集めて「ゴルマジ！運用座談会（仮称）」実施予定
ここで出た課題を展開
・ゴルフ継続支援企画(21・22 歳対象)向けのゴルファー保険は自主的な加入を促進
②「楽ゴル：ゴルフスタートアッププロジェクト」・・・楽天（別紙）
・練習場クーポンが順調で昨年比 1,000 件以上伸びている

・4 年実施した楽ゴルプランは賛同ゴルフ場減少に伴い、9 月で終了。4,000 円クー
ポン、練習場クーポンは継続
・エンジョイゴルフＤＡＹのメルマガ配信（4/27）集客に貢献
③「ゴルフのたすき」・・・ゴルフネットワーク
・永井プロ「0⇒1」を取りあげる 教えやすい技術を紹介
・エンジョイゴルフＤＡＹの画像の紹介
（４）各団体及び委員からの報告・連絡事項
①NGK：インバウンドゴルファー（来日多いオーストラリア人）に関するセミナー
開催(7/2 於：AP 東京八重洲通り)
②PGS：ミッドアマ選手権参加者 5/21 現在 2181 名（前年比+281 名）
65%はネット申込

楽天のメルマガ

③JGGA：6/4 ペアスクランブル大会実施 40 組定員に対し 46 組の申込（キャンセ
ル待ち状況）女性が 37% コースは野田市パブリックけやきコース
④JGRA：ゴルフフェアで回収したアンケートをまとめ 612 名
喫煙問題、女性が通いやすい練習場は（1 位はトイレがきれい）、練習場を選ぶ
理由（1 位は自宅から近いところ）等
日本全国の練習場数を HP に掲載
（５）2019 年の GMAC 活動テーマ「女性ゴルファーの創造」について討議
①PGA の女性分科会について（三石委員）
女性分科会は 11 月のサミット会議に向けて提言をまとめる
②マトリックスの中で女性の需要について他、次回に議論を深める
４．委員会開催日程
2019 年

6 月 18 日(火)

10:00～12:00

ゴルフダイジェスト社

7 月 25 日(木)

10:00～12:00

ゴルフダイジェスト社

8 月 22 日(木)

10:00～12:00

ゴルフダイジェスト社
以

上

