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５月下旬
リニューアル
オープン予定

会員証の提示により各ゴルフ場1回に限り長岡ゴルフ協会優待料金でプレーが可能です。
〈平日〉プレー時の正会員の基本料金 〈土日祝〉プレー時の正会員の基本料金+2,200円 
※メンバーコースでは、1,000円の割引をさせて頂きます。 
※特別料金・他の割引券との併用はできません。

特 

典

2021年3月発行

はじめに、新型コロナウイルス感染症に罹患された方やご家族および関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
平素は多くの会員の皆様をはじめ、役員・加盟ゴルフ場・練習場の皆様方のご協力をいただき誠にありがとうございます。毎

年ゴルフ教室やゴルフ大会開催など各種普及活動を続けられるのも、皆様のご支援の賜物であると深く感謝申し上げます。
さて、昨年は皆様のご承知の通り東京五輪・パラリンピック延期となりゴ

ルフのみならず、スポーツ界全体が新型コロナウイルスの感染拡大に振り
回された年となりました。このようなコロナ禍の中でゴルフは、ソーシャル
ディスタンスを確保できるスポーツという点だけでなく、プレーを通じコ
ミュニケーションが取れること、また健康とメンタルヘルス効果もあり、素
晴らしさが再認識され大いに注目されています。

本年も引き続き、各活動を通してゴルフの素晴らしさを伝え、ゴルフが世
代を超えて楽しめるスポーツとして啓蒙し、普及・発展に努めてまいりたい
と考えております。

2021年度 長岡ゴルフ協会 事業計画
2021年度 各種ゴルフ教室 開催日程

教　室 開催日 回数 会　場

ジュニア経験者教室 ４月～11月 毎週木・土曜日 長岡南ゴルフガーデン

初心者教室
４月２日～ 毎週金曜日 4回 長岡南ゴルフガーデン

秋 未定 4回 長岡南ゴルフガーデン

親子ゴルフ体験教室 夏 土・日曜日 １～２回 体育館・長岡南ゴルフガーデン

初心者ショートコース体験 夏・秋 未定 ２回程度 滝谷高原ゴルフパーク

2021年度 親善ゴルフ大会 開催日程
大　会 開催日 会　場 募集人員 表彰式

春の親善
ゴルフ大会   ５月  ５日（水・祝）

長岡カントリー倶楽部 200名

ホテルニューオータニ
長岡グリンーンヒル長岡GC 120名

ヨネックスCC 100名

夏の親善
ゴルフ大会   7月23日（金・祝） 長岡カントリー倶楽部 200名 なし

秋の親善
ゴルフ大会 10月30日（土） 長岡カントリー倶楽部 200名 なし

2020年度 長岡ゴルフ協会 競技結果報告

大 会 会 場 参加人数 ペリアの部
グロスの部

一 般 シニア レディース

春の親善
ゴルフ大会

5月6日(水・振休)
［参加人数］176名

長岡カントリー倶楽部 122名
優 勝 淡路 忠利 １位 渡邊 克巳 77 １位 吉原 博 75 １位 佐藤 寿子 89
準優勝 高崎 晋司 ２位 勝見 明彦 81 ２位 星野 節二 80 ２位 太刀川 タツ子 95
３ 位 髙坂 義光 ３位 渡邊 泰崇 84 ３位 五十嵐 明 84 ３位 佐藤 美奈子 101

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 30名
優 勝 大谷内 三郎 １位 江口 義則 83 １位 山田 潤造 81 １位 秋本 朝子 112
準優勝 阿部 欣也 ２位 下村 浩之 91 ２位 吉楽 雅博 82 ２位
３ 位 江口 義則 ３位 山本 宏司 95 ３位 阿部 欣也 87 ３位

ヨネックスカントリークラブ 24名
優 勝 本田 浩太 １位 細貝 宏典 83 １位 新保 松夫 81 １位 保坂 和美 94
準優勝 星 清文 ２位 本田 浩太 95 ２位 村田 陸泰 85 ２位
３ 位 小林 敏夫 ３位 柳 健 107 ３位 八子 輝夫 86 ３位

夏の親善
ゴルフ大会
［参加人数］240名

長岡カントリー倶楽部
 7月24日（金・祝） 142名

優 勝 小林 洋一 １位 竹澤 明純 75 １位 星野 節二 72 １位 青木 祥子 89
準優勝 室賀 和夫 ２位 小林 洋一 79 ２位 吉原 博 78 ２位 目崎 セツ 93
３ 位 佐藤 大 ３位 伊藤 芳也 81 ３位 坂上 明和 78 ３位 山内 清美 97

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
 7月24日（金・祝） 57名

優 勝 中澤 誠 １位 星野 泰幸 80 １位 石口 力 76 １位 髙山 美香 86
準優勝 星野 泰幸 ２位 江口 義則 81 ２位 星野 保夫 81 ２位 星野 千春 101
３ 位 石口 力 ３位 松崎 直之 82 ３位 山本 茂 82 ３位 秋本 朝子 103

ヨネックスカントリークラブ
 7月23日（木・祝） 41名

優 勝 藤沢 勇樹 １位 斎藤 篤 79 １位 安達 眞知男 82 １位 赤柴 直美 99
準優勝 梁島 好伸 ２位 細貝 宏典 83 ２位 永井 眞一 87 ２位 梁島 祐子 100
３ 位 小林 博昭 ３位 丸田 秀明 83 ３位 平井 圭 88 ３位 斎藤 都代江 103

秋の親善
ゴルフ大会
［参加人数］205名

長岡カントリー倶楽部
 10月31日（土） 161名

優 勝 伊藤 拓将 １位 井筒 一郎 79 １位 星野 節二 73 １位 横山 イツ子 87
準優勝 今泉 裕市 ２位 平石 祥吉 80 ２位 吉原 博 79 ２位 滝沢 一子 94
３ 位 鈴木 潤一 ３位 渡邊 克巳 81 ３位 星野 幸作 86 ３位 佐藤 寿子 94

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部
 10月24日（土） 27名

優 勝 関 信介 １位 柳村 剛洋 85 １位 吉田 修 93 １位
準優勝 楡井 将真 ２位 江口 義則 86 ２位 古澤 文男 94 ２位
３ 位 江口 義則 ３位 中野 徳幸 94 ３位 笹岡 正明 95 ３位

ヨネックスカントリークラブ
 9月22日（火・祝） 17名

優 勝 片桐 雅彦 １位 松本 拓二 82 １位 山本 茂 84 １位 梁島 裕子 100
準優勝 難波 昇一 ２位 細貝 宏典 84 ２位 宮 浩 87 ２位
３ 位 坂内 隆徳 ３位 本田 浩太 85 ３位 若月 保 89 ３位



2020年度 活動内容
 4 月 ジュニア会員ゴルフ教室スタートの予定がコロナ禍で延期
 初心者ゴルフ教室（長岡南ゴルフガーデン・金曜各４回　11名参加）
 5 月 春の親善ゴルフ大会（３会場　176名参加）／表彰式及び会員総会は中止した／参加費からチャリティ金を長岡市へ贈呈した
 6 月 ジュニア会員ゴルフ教室スタート（毎週水曜・土曜11月まで２コース　ジュニア会員15名）
 長岡市スポーツ協会主催　こどもスポーツチャレンジ事業
 ジュニア親子ゴルフ体験教室開催小１～中３対象（スナッグゴルフ・長岡南ゴルフガーデン　３グループ　35名参加）
 7 月 夏の親善ゴルフ大会（３会場　240名参加）
 9 月 初心者ゴルフ教室（長岡南ゴルフガーデン・金曜４回　10名参加）
10月 秋の親善ゴルフ大会（３会場　205名参加）
11月 ジュニアショートコース研修会（天候不良のため中止）

初心者ゴルフ教室

初心者ゴルフ教室

ジュニアショートコース研修会

ジュニアショートコース研修会

ジュニア会員

ジュニア会員

スポーツチャレンジ事業（親子ゴルフ体験教室） ご報告
　長岡市スポーツ協会主催で、市内の全小中学生
対象に様々なスポーツに触れ合うきっかけとして
毎年「こどもスポーツチャレンジ事業」が開催され
ています。長岡ゴルフ協会もこの趣旨に賛同し今
年も親子ゴルフ体験教室を開催いたしました。コ
ロナ禍の影響で屋外での開催となり天候が心配
されましたが、35名もの参加者が集まり無事終了
することができました。

�たくさんボールを打ちたかったから
ボール拾いを

頑張った。
�お父さんが打ったボールが遠くに飛

んでいてすご

いと思った。
�スナッグゴルフは軽かったが本物

のゴルフクラブ

は重たかった。でもドライバーは軽か
った。

�簡単そうに見えて難しかった。

初心者ゴルフ教室 ご報告
　毎年開催しております、一般の方を対象とした初心者ゴルフ教室を春と秋開催し21名もの方にご参加いただきました。コロナ禍でマスク着用、密になら
ないようにと、いつもの教室より難しい状況でしたが細心の注意払って開催いたしました。

�今まで教わったことがなかった基本と理屈を教わり少し理解できたように思います。�今回はコロナの影響で密な練習ができず残念でした。クラブの芯に当たる感触が少し分かってとても楽しかったです。
�パターの距離感の練習はなるほどと思いました。�４回はとても短く２～３か月教室が続くと良いなと思いました。
�プロの目線で自分では気づかないNGポイントを教えて頂きありがたかったです。

2020年度 決算報告 ・ 2021年度 収支計画
長岡ゴルフ協会2020年度【決算報告】

2020年１月１日～12月31日

長岡ゴルフ協会2021年度【収支計画】
2021年１月１日～12月31日

2021年度 人事異動のお知らせ
退任理事　上村寛男会長　吉田勉副会長　今井富雄副理事長　北原和夫副理事長　高頭英一理事　丸山清司理事　五十嵐達男理事
新任理事　三本信篤理事　北澤晶理事　細川一彦理事　

※詳しい組織図、決算報告書、収支計画はホームページをご覧ください。

単位：円

収　　入　　の　　部
項　目 予　算 決　算

前年度繰越金 187,284 187,284 
年会費 1,400,000 1,101,000 

寄付金・賛助金他 360,000 458,000 
大会参加費 965,000 52,800 
受取利息 5 4 

広告活動費 90,000 80,000 
ジュニア会費・雑収入 30,000 45,275 

合　　計 3,032,289 1,924,363

支　　出　　の　　部
項　目 予　算 決　算

広告活動費 250,000 165,948
強化指導費・補助費 590,000 371,300 
会議費・接待交際費 80,000 11,734 
大会費（春・夏・秋） 1,635,000 489,100 
通信費・事務費他 380,000 308,529 

寄付金 10,000 10,000 
振込手数料 6,000 2,542 

繰越金 81,289 565,210 
合　　計 3,032,289 1,924,363

単位：円

収　　入　　の　　部
項　目 本年予算 前年決算額比

前年度繰越金 565,210
年会費 1,100名 1,100,000 △ 1,000
寄付・賛助金他 360,000 △ 98,000

大会参加費 300名 965,000 912,200
受取利息 5 1

広告活動費他 80,000
ジュニア会費他 30,000 △ 15,000

合　　計 3,100,215

支　　出　　の　　部
項　目 本年予算 前年決算額比

広告活動費 260,000 94,052
強化指導費・補助費 770,000 398,700
会議費・接待交際費 70,000 58,266
大会費（春・夏・秋） 1,595,000 1,105,900
通信費・事務費 380,000 71,471

寄付金 10,000
振込手数料 6,000 3,458 

繰越金 9,215
合　　計 3,100,215

ごあいさつ
このたび、上村前会長の後を受け、長岡ゴルフ協会の会長に就任いたしました田村でございます。多くの実績を重

ねてこられました前会長同様のお引き立てを心からお願い申し上げます。
当協会は、平成13年に長岡市スポーツ協会加盟33番目の組織として、ゴルフを通じ市民スポーツの発展に寄与

することを目的に設立され、今年で21年目を迎えました。これもひとえに役員をはじめ会員皆様方のご尽力の賜物
と心から敬意を表したいと存じます。

コロナ禍においてゴルフの魅力が再確認され、ゴルフを始める人が増加しているそうです。都市近郊の大型練習
場では、普段は来場者が少ない平日もそこそこ混んだ状態が続き、特に若い人が増えているようです。長岡ゴルフ
協会でもゴルフイベントを通じ若い層にゴルフを続けてもらい、ゴルフ業界を盛り上げていけるよう活動してまいる
所存です。

本年も、当協会へのご指導・ご協力をお願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。
長岡ゴルフ協会 会長
田村　和仁

会長退任のごあいさつ
2014年より初代土屋会長、2代髙頭会長の後を受け、長岡ゴルフ協会会長として7年間務めて参りました。この

度、役員定年により退任させていただきます。
設立当初より様々なゴルフイベントを開催してきましたが、時代に沿ったゴルフイベントに形を変えながら、地域

のゴルフ発展のため積極的に活動してまいりました。至らぬ点も多々あったかと思いますが、これまで活動できたの
は、ひとえにスポーツ協会関係者の皆様、役員をはじめ会員の皆様方の助言ご指導の賜物に外ならず、ここに心より
御礼申し上げます。

これからも後任の田村会長の下、益々の発展を願っております。
長岡ゴルフ協会 第3代会長

上村　寛男


