
開催日 区分 種別 締切 受講料 開催場所 主管団体 開催日 区分 種別 締切 受講料 開催場所 主管団体

1 10

6月21日(火) 認 ア 4/15 札幌市北区 連合会 6月05日(日) 認 指・ア 4/24 別海町 連合会

7月26日(火) 認 指 4/15 札幌市北区 連合会 4月24日(日) 研 指・ア 別海町 連合会

5月15日(日) 研 指 4/15 500 札幌市北区 連合会 12

5月17日(火) 研 指 4/15 500 札幌市北区 連合会 5月28日(土) 認 指・ア 4/20 幕別町 連合会

3月25日(金) 研 ア 2/25 300 札幌市 札幌市豊平区ＰＧ協会 4月10日(日) 研 指・ア 無料 幕別町 連合会

3月27日(日) 研 ア 2/27 500 札幌市 札幌市北区ＰＧ協会 4月10日(日) 研 指・ア 無料 帯広市 連合会

4月10日(日) 研 ア 3/10 500 札幌市 札幌市手稲区ＰＧ協会 4月下旬 研 指・ア 無料 足寄町 連合会

4月20日(水) 研 ア 3/20 500 札幌市 札幌市厚別区ＰＧ協会 4月下旬 研 指・ア 無料 芽室町 連合会

4月23日(土) 研 ア 3/23 500 札幌市 札幌市中央区ＰＧ協会 7月下旬 研 指・ア 無料 中札内村 連合会

4月24日(日) 研 ア 3/24 500 札幌市 札幌市白石区ＰＧ協会 R5年2月 研 指・ア 無料 音更町 連合会

5月23日(月) 研 ア 4/23 600 札幌市 札幌市清田区ＰＧ協会 13

5月24日(火) 研 ア 4/24 500 札幌市 札幌市南区ＰＧ協会 5月14日(土) 認 ア 4/5 士別市 連合会

11月03日(木) 研 ア 10/3 500 札幌市 札幌市西区ＰＧ協会 5月15日(日) 認 指 4/5 士別市 連合会

11月20日(日) 研 ア 10/20 500 札幌市 札幌市東区ＰＧ協会 5月21日(土) 認 ア 4/5 旭川市 連合会

2 5月22日(日) 認 指 4/5 旭川市 連合会

5月22日(日) 認 指・ア 4/21 釧路市音別町 連合会 3月20日(日) 研 指・ア 無料 上富良野町 連合会

5月07日(土) 研 指・ア 4/30 無料 釧路町 連合会 3月27日(日) 研 指・ア 無料 旭川市 連合会

5月15日(日) 研 指・ア 5/10 無料 鶴居村 連合会 4月03日(日) 研 指・ア 無料 士別市 連合会

5月18日(水) 研 指・ア 5/11 無料 釧路市音別町 連合会 14

5月19日(木) 研 指・ア 5/12 無料 標茶町 連合会 6月12日(日) 認 指・ア 4/30 苫小牧市 連合会

6月04日(土) 研 指・ア 5/25 無料 厚岸町 連合会 4月27日(水) 研 指・ア 3/20 1,000 登別市 連合会

6月05日(日) 研 指・ア 5/30 無料 釧路市 連合会 4月28日(木) 研 指・ア 3/20 1,000 伊達市 連合会

6月16日(木) 研 指・ア 6/6 無料 釧路市阿寒町 連合会 4月30日(土) 研 指・ア 3/20 1,000 苫小牧市 連合会

6月23日(木) 研 指・ア 6/13 無料 白糠町 連合会 15

7月17日(日) 研 指・ア 7/13 無料 弟子屈町 連合会 5月22日(日) 認 指・ア 4/24 稚内市 連合会

7月24日(日) 研 指・ア 7/19 無料 浜中町 連合会 4月17日(日) 研 指・ア 4/10 枝幸町 連合会

4 4月24日(日) 研 指・ア 4/17 稚内市 連合会

5月05日(木) 認 指・ア 3/31 網走市 連合会 16

未　定 研 指・ア 未　定 連合会 6月26日(日) 認 指 5/15 森町 連合会

5 7月10日(日) 認 ア 5/15 森町 連合会

5月22日(日) 認 指・ア 4/10 喜茂別町 連合会 4月29日(金) 研 指・ア 4/15 無料 八雲町 連合会

5月22日(日) 研 指・ア 4/10 300 喜茂別町 連合会 5月10日(火) 研 指・ア 5/1 500 木古内町 連合会

6月04日(土) 研 ア 4/30 300 小樽市 連合会 5月22日(日) 研 指・ア 5/16 500 函館市 連合会

6 6月07日(火) 研 指・ア 5/30 500 鹿部町 連合会

未　定 認 指・ア 未　定 連合会 7月05日(火) 研 指・ア 7/1 500 八雲町 連合会

未　定 研 指・ア 未　定 連合会 8月30日(火) 研 指・ア 8/25 500 北斗市 連合会

7 11月06日(日) 研 指・ア 11/1 500 函館市 連合会

5月15日(日) 認 指・ア 4/15 天塩町 連合会 19

5月15日(日) 研 指・ア 4/15 無料 天塩町 連合会 6月05日(日) 認 指・ア 4/30 江別市 連合会

8 3月20日(日) 研 指 3/1 600 江別市 連合会

5月14日(土) 認 ア 4/10 岩見沢市 連合会 3月26日(土) 研 ア 無料 北広島市 北広島ＰＧ協会

5月15日(日) 認 指 4/10 岩見沢市 連合会 4月16日(土) 研 ア 無料 当別町 当別町ＰＧ協会

5月12日(木) 研 指・ア 5/1 500 雨竜町 連合会 4月30日(土) 研 ア 無料 新篠津村 新篠津ＰＧ協会

5月12日(木) 研 指・ア 5/1 300 岩見沢市 連合会 5月14日(土) 研 ア 無料 石狩市 石狩ＰＧ協会

5月13日(金) 研 指・ア 5/3 500 奈井江町 連合会 5月15日(日) 研 ア 300 江別市 江別ＰＧ協会

5月20日(金) 研 指・ア 5/10 500 南幌町 連合会 20

5月28日(土) 研 指・ア 5/10 500 北竜町 連合会 6月12日(日) 認 指・ア 新ひだか町静内 連合会

5月19日(木) 研 ア 5/9 500 岩見沢市 岩見沢市ＰＧ協会 5月08日(日) 研 指・ア 500 新ひだか町静内 連合会

5月26日(木) 研 ア 5/20 350 岩見沢市 岩見沢市ＰＧ協会

日高地区PG協会連合会

後志地区PG協会連合会

道南地区PG協会連合会

道央地区PG協会連合会

日本海ｵﾛﾛﾝ地区PG協会連合会

石狩地区PG協会連合会

空知地区PG協会連合会

十勝地区PG協会連合会

上川地区PG協会連合会

釧路地区PG協会連合会

胆振地区PG協会連合会

宗谷地区PG協会連合会

オホーツク地区PG協会連合会

令和４年度 指導者認定講習会及び研修会　日程表

【認定講習会　認定要件】　※日程表の区分「認」

  ●アドバイザー　⇒４月１日現在の年齢が１８歳以上で、所属する日本協会加盟団体の推薦を受けた方。
  ●指導員（新規）⇒４月１日現在で、年齢は２３歳以上、かつアドバイザーの経験が２年以上あり、第３条に定める研修会受講の要件を満たし所属する
     日本協会加盟団体の推薦を受けた方。　（入会１年以内の新規加盟団体で指導員がいない場合は、特例としてアドバイザーの経験にかかわらず
　　２名以内を推薦できます。）
　●指導員（更新）⇒H30（2018）年に取得又は更新された方及びR3(2021）年に指導員資格更新延期願書を提出し延期をされた方で、第３条に定める
    研修会受講の要件を満たし所属する日本協会加盟団体の推薦を受けた方。
　●コース会員・賛助会員にあってはパークゴルフに係る業務に従事している方（従業員）。
【研修会　受講要件】　※日程表の区分「研」

　●指導員・アドバイザー有資格者。

北　海　道 北　海　道

札幌地区PG協会連合会 根室地区PG協会連合会
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9 R5年1・2月 研 指・ア 500 未　定 連合会

7月02日(土) 認 指 5/31 加美町 連合会 11

7月26日(火) 認 ア 5/31 加美町 連合会 7月24日(日) 認 指・ア 5/20 金沢市 連合会

7月02日(土) 研 指 5/31 1,500 加美町 連合会 3月01日(火) 研 指・ア 2/19 1,000 中能登町 連合会

7月26日(火) 研 ア 5/31 1,500 加美町 連合会 3月03日(木) 研 指・ア 2/19 1,000 金沢市 連合会

37 3月04日(金) 研 指・ア 2/19 1,000 能美市 連合会

9月07日(水) 認 指・ア 7/30 仙台市 連合会

6月08日(水) 研 指・ア 5/28 1,700 仙台市 連合会 38

18 11月 認 指・ア 未　定 連合会

6月04日(土) 認 指・ア 4/24 九戸村 連合会 7月 研 指・ア 500 御殿場市 連合会

6月05日(日) 認 指・ア 4/24 北上市 連合会 27

4月16日(土) 研 指・ア 4/5 1,000 九戸村 連合会 10月21日(金) 認 指・ア 9/5 いなべ市 連合会

4月16日(土) 研 指・ア 4/5 1,000 北上市 連合会 10月21日(金) 研 指・ア 9/5 無料 いなべ市 連合会

4月17日(日) 研 指・ア 4/5 1,000 盛岡市 連合会 34

23 12月04日(日) 認 指・ア 10/20 一宮市 連合会

7月16日(土) 認 指・ア 6/5 長井市 連合会 6月05日(日) 研 指・ア 5/25 1,000 江南市 連合会

5月14日(土) 研 指 酒田市 連合会 21

5月21日(土) 研 指 寒河江市 連合会 7月04日(月) 認 指・ア 5/20 広島市 連合会

6月04日(土) 研 指 南陽市 連合会 5月09日(月) 研 指・ア 4/20 400 広島市 連合会

未　定 研 ア 未　定 市区町村PG協会 11月07日(月) 研 指・ア 10/20 400 広島市 連合会

25 35

6月19日(日) 認 指・ア 5/8 十和田市 連合会 4月01日(金) 認 指・ア 2/20 福岡市 連合会

8月06日(土) 研 指・ア 6/30 無料 三戸町 連合会 7月25日(月) 研 指・ア 7/10 700 福岡市 連合会

4月16日(土) 研 ア 3/13 無料 十和田市 十和田市ＰＧ協会 36

28 7月10日(日) 認 指・ア 5/28 杵築市 連合会

5月05日(木) 認 指・ア 4/8 北秋田市 連合会 4月10日(日) 研 指・ア 4/2 無料 杵築市 連合会

6月04日(土) 認 指・ア 5/6 横手市 連合会 22

5月05日(木) 研 指・ア 4/8 北秋田市 連合会 6月01日(水) 認 指・ア 4/25 南阿蘇村 連合会

6月04日(土) 研 指・ア 5/6 横手市 連合会 6月01日(水) 研 指・ア 4/25 1,000 南阿蘇村 連合会

29 7月25日(月) 研 指・ア 7/1 1,000 高森町 連合会

未　定 認 指・ア 未　定 連合会 39

未　定 研 指・ア 未　定 連合会 5月11日(水) 認 指・ア 4/13 熊本市北区 連合会

9月23日(金) 研 指・ア 9/9 1,500 熊本市南区 連合会

17 41

未　定 認 指・ア 未　定 連合会 7月15日(金) 認 指・ア 6/10 都城市高崎町 連合会

未　定 研 指・ア 未　定 連合会 6月08日(水) 研 指・ア 5/9 1,000 新富町 連合会

24 42

6月26日(日) 認 指 5/20 匝瑳市 連合会 7月21日(木) 認 指・ア 6/9 霧島市 連合会

7月02日(土) 認 ア 5/25 匝瑳市 連合会 6月30日(木) 研 指・ア 6/9 1,000 鹿児島市 連合会

7月03日(日) 認 ア 5/25 習志野市 連合会 10月19日(水) 研 ア 10/5 1,000 霧島市 霧島市福山ＰＧ協会

5月08日(日) 研 指・ア 4/23 1,000 成田市 連合会 26

5月14日(土) 研 指・ア 4/23 1,000 松戸市 連合会 未　定 認 指・ア 未　定 連合会

5月18日(水) 研 指・ア 4/23 1,000 習志野市 連合会 未　定 研 指・ア 未　定 連合会

40 *連合会名の北海道を省略し、パークゴルフは「PG」と略して掲載しております。

7月05日(火) 認 指・ア 6/4 千葉市 連合会 *R4(2022年）.2.10現在の日程です。今後、変更・追加される場合があります。

7月11日(月) 認 ア 6/10 千葉市 連合会

5月09日(月) 研 指 4/10 500 千葉市 連合会

31

9月23日(金) 認 指・ア 8/15 吉岡町 連合会

5月14日(土) 研 指・ア 4/30 1,000 太田市 連合会

9月23日(金) 研 指・ア 8/15 1,200 吉岡町 連合会

32

4月03日(日) 認 指・ア 2/25 さいたま市 連合会

5月15日(日) 研 指・ア 4/20 1,000 さいたま市 連合会

33

8月22日(月) 認 指・ア 7/11 宇都宮市 連合会

5月20日(金) 研 指・ア 4/29 1,000 足利市 連合会

6月28日(火) 研 指・ア 6/8 1,000 宇都宮市 連合会

3

5月14日(土) 認 指・ア 3/30 射水市 連合会

5月21日(土) 認 指・ア 4/6 富山市 連合会

6月05日(日) 認 指・ア 4/20 黒部市 連合会

群馬県PG協会連合会

北　陸　地　区

神奈川県PG協会連合会

熊本市PG協会連合会

千葉県PG協会連合会

宮崎県PG協会連合会

鹿児島県PG協会連合会

千葉市PG協会連合会

広島県PG協会連合会

三重県PG協会連合会

北　陸　地　区

仙台市PG協会連合会

富山県PG協会連合会

岩手県PG協会連合会

青森県PG協会連合会

愛知県PG協会連合会

沖縄県PG協会連合会

石川県PG協会連合会

山形県PG協会連合会

福島県PG協会連合会

北部九州PG協会連合会

大分県PG協会連合会

熊本県PG協会連合会

埼玉県PG協会連合会

東　北　地　区

宮城県PG協会連合会

栃木県PG協会連合会

秋田県PG協会連合会

関　東　地　区

中部・近畿・四国・九州・沖縄　地区

静岡県PG協会連合会


