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緊急事態宣言解除  パークゴルフ場再開!!

この広報紙は、スポーツくじ (toto・BIG) の
助成を受けて発行しています。

北海道に緊急事態宣言が発令され、ここパークゴルフの生まれたまち・幕別町の
「ちろっとの森コース」も5月18日から閉鎖されていましたが、緊急事態宣言が解
除され6月21日からパークゴルフ場が再開されました。
早速大勢のプレーヤーが来場し、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保な
ど感染防止対策を講じながら、初夏のさわやかな青空のもと、1ヶ月振りのプレー
を満喫していました。



事務局から 正会員・連合会事務局の皆様へ

　日本パークゴルフ協会の規程集「パークゴルフのきまり」の今年度の編纂が終了しましたので、5月28日

付で「パークゴルフのきまり」を書き込んだCD（きまりCD）を連合会事務局長宛に送付いたしました。今後

できるかぎり最新の様式で各種届け出を行ってください。所属協会への周知もよろしくお願いいたします。

加盟団体の
お知らせ
R3.5.1～ 6.20入会分

●入会団体
《コース会員》①コース名②ホール数

③コース所在地④問合せ先または電話番号
登録
番号1168	 愛知県江南市（愛知県）
①蘇南公園パークゴルフ場（公認コースNo.458）
②18H ③愛知県江南市宮田町本田島322
④蘂090-5877-9888
登録
番号1169	 渡

と な き

名喜村（沖縄県）
①渡名喜村パークゴルフ場（公認コース申請中）
②18H ③沖縄県島尻郡渡名喜村脇原2270番地の3
④蘂098-989-2066

　10月9日・10日に千葉県で開催を予定しておりました「NPGA杯第11回全日本パークゴルフ大

会2021関東in千葉」について、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は減少傾向にあるもの

の、今後も予断を許さない状況が続くことが見込まれ、また、大会を主管する千葉県パークゴ

ルフ協会連合会においてもコロナ禍により現段階では準備を進めることが困難な状況であるこ

とを鑑み、本大会の開催を中止することとなりました。

　参加を予定されていた皆様、また、大会開催に例年ご協力を頂いている皆様には大変ご迷惑

をおかけすることになりますが、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

　また、公表していますが、下記主催事業も開催中止が決定しています。

6月20日　北海道知事杯第35回パークゴルフ国際大会（北海道幕別町）

7月  4日　北海道新聞社杯第35回パークゴルフ北海道オープン（北海道恵庭市）

NPGA杯第11回
全日本パークゴルフ大会2021関東in千葉

の開催中止について
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連合会名 会長名 事務局長名 主任指導員
（指導普及部長） 主任指導員 主任指導員

札 幌 地 区 佐藤　義晴 能井　良直 菊地　忠敬 多田　雄一 牛渡　利彦
釧 路 地 区 遠藤　憲鋭 森本　行雄 明見　敬造 宮武　　始 森本　行雄
富 山 県 四方　正治 千田　勝昭 能島　邦雄 高原　　靖 千田　勝昭
オ ホ ー ツ ク 地 区 松井　　弘 齋藤　　元 庄司　　仁 大前　英晃 佐々木　勉
後 志 地 区 可児　　力 中田　正男 関川　　隆 田中　敏之 山口　信一
道 央 地 区 竹内　　亨 能代川哲郎 大江　晃己 生源寺不二夫
日本海オロロン地区 宮　　　均 髙田　壽裕 髙田　壽裕 田宮　吉隆
空 知 地 区 大友　敏幸 杉本　功明 田中　勝久 谷内　　清 久保田隆一
宮 城 県 米木　正二 早坂　信彦 三澤　善春 福島　久義 渡邉　民夫
根 室 地 区 根本　幸三 竹内　幸範 菊地　幹雄 宿野　一男
石 川 県 岸　　省三 木村喜八郎 林　外茂次 笹木　勝信
十 勝 地 区 棚瀬　　勲 甲地　元明 中村　真介 井上　和敏
上 川 地 区 野林　　茂 宮島　　薫 秋山　輝子 服部　久雄 恒成　敏明
胆 振 地 区 寺島　　徹 谷垣　俊樹 大谷　忠勝 清本　秀樹 対馬　正志
宗 谷 地 区 岡本　雄輔 駒井　時雄 日沼　勝雄 斎藤　　博 小倉　　巧
道 南 地 区 福島　恭二 廣田　耕三 大関　　弘 廣田　耕三 佐藤　久行
神 奈 川 県 井上　三史 露木　祐二 黒田　勝雄 佐々木允信
岩 手 県 田端　雄一 中里　　篤 岩山　義明 高橋　浩人 菊池民右エ門
石 狩 地 区 岡崎　義勝 星　　忠雄 高井　　晃 麓　　章一 坂東　義勇
日 高 地 区 髙橋　米太 酒井　強志 木田　和雄 成田　　勇 白浜　正義
広 島 県 山根　良喜 清光　武治 阿部　良夫 増田　　保
熊 本 県 長野　秀輝 峰　　妙子 今村　哲也 井山　正子
山 形 県 後藤　吉藏 沼澤　　弘 菊地　勝康 居城　哲夫 中川　正規
千 葉 県 佐原千津子 末木　紘人 酒井　　保 阿部　信之 末木　紘人
青 森 県 太田　　薫 石坂　一広 中野渡完治 伊藤　　亮
沖 縄 県 比嘉　明男 古堅　哲明 古堅　哲明 島袋　武志
三 重 県 近藤　勝敏 岡　　　博 川口　　昇 岡　　　博
秋 田 県 佐々木正利 篠木　綱喜 佐藤　　龍 吉川　　茂
福 島 県 渡邉　武男 鈴木　幸治 德田　勝廣 幾世橋初男
群 馬 県 杉本　要輔 田村　孝行 花田　敏行 佐々木　毅
埼 玉 県 坂本　良一 中田　幸男 松原　武行 清水富士男
栃 木 県 鈴木　　実 渡邊　唯男 東　　　博 渡邊　唯男
愛 知 県 藤岡　和俊 竹之内　勝 青木　　節 竹之内　勝
北 部 九 州 泉　　春美 原田　晃照 原田　晃照 小林　隆昌
大 分 県 後藤　廣美 日高　隆明 岩尾　孝孜 林　　慎一 日高　隆明
仙 台 市 餘目　祐三 佐々木勝男 斎藤　正寿 吉田　敏則
静 岡 県 高橋　宏二 佐藤　歌愛 向井　　健 井上　常夫
熊 本 市 田邊　千昭 外村　長文 草村　洋征 松村　博光
千 葉 市 村井　　修 星　　和生 天野　初発 宮田　秀三
宮 崎 県 松下　國英 福重　道春 中村　善博 小嶋美穂子 石山　隆昭
鹿 児 島 県 福永　　洊 有村　初夫 森山　一喜 有村　初夫 長谷川徳男

連合会会長・事務局長・主任指導員（指導普及部長）紹介
掲載順は、連合会登録番号順、敬称略。連合会名は「北海道」及び「パークゴルフ協会連合会」を省略して表記しています。
ご了承願います。
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宮崎県 小林市 公認番号　456

小林市北西方3000-1番地
★ホール数	 36H
★距　　離	 1758m
★利用料金	 有料：大人650円
	 	 中学・高校生200円
	 	 小学生以下100円
★貸し用具	 有（150円）
★利用時間	 8:30 ～ 17:00
★定 休 日	 1/1
★開設期間	 通年
問0984-27-2660

駐車場、トイレ、クラブハウス

　交通アクセス

　エリアガイド

小林市街地より車で10分

陸上自衛隊　えびの駐屯地
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第5回

　昨年度は神水川大会をはじめすべての九州大会が新型コロナの影響で中止とな
りましたが、今年度は、九州地区は感染者が少ないこともあり、なんとか開催す
ることができました。参加人数も例年より少ないものの171人のメンバーが集い、
1年半ぶりの再開を喜び合うことができました。しかも雲一つなく、風もなく最
高のパーク日和でした。入場にあたっては検温を行い、コース以外では必ずマス
クを着用するなど感染対策もしっかり行い、役員の皆様、そして参加者の皆様の
慎重な行動のおかげで、大会関係者から一人も感染者を出すことなく無事大会を
終えることができました。
　男子優勝は佐賀市PG協会の田中謙一さん、アンジュレーションが変化に富ん
でおり非常に難しいコースであるにも関わらず92というハイスコアでした。女子
は山本さとみさんがプレーオフで田中久枝さんを振り切り優勝しました。この一
年間新型コロナの影響で大会は減ったものの皆さんの熱意と練習量は減っていな
いことを証明した大会でした。

〔九州ブロックPG連絡協議会　事務局　日高隆明さん（大分県連合会）より〕

第５回神水川ＰＧ大会
※NPGA協賛九州ブロックグランプリラリー対象

〈開催日／令和3年4月20日　会場／佐賀市神水川ＰＧ場〉

【男子の部】
優勝　田中　謙一（佐賀市PG協会）	 92
２位　辻　　俊博（西海市PG協会）	 97
３位　山本　利夫（熊本市北区PG協会）	 101
４位　吉田　廣次（佐賀市PG協会）	 102
５位　岩下　誠一（高森町PG協会）	 102
【女子の部】
優勝　山本さとみ（熊本市北区PG協会）	 101
２位　田中　久枝（佐賀市PG協会）	 101
３位　谷口　公予（佐賀市PG協会）	 106
４位　佐藤　好恵（うきは市PG協会）	 108
５位　光野八重子（佐賀市PG協会）	 109

コロナ禍でのパークゴルフ大会
「検温してます」
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北海道苫小牧市から

　4月30日（日）激しい雨風の中、糸井の森パークゴルフで
協会員160名が参加各種目ごとのスコアを競い合いました。
20周年を節目として、各賞も充実　新規会員の「ルーキー賞」
夫婦合計の「夫婦賞」、ランダムに組み合わせた「団体賞」・
全体スコアの「個人賞」など会員一同を楽しませました。
　苫小牧パークゴルフ協会設立に尽力いただいた方々に、感
謝状の授与が行われました。
　秋元会長共々、次の30周年に向けて三世代、誰でも気軽に
安全で・楽しく、出来るスポーツであることを広め、地域振
興発展を目指す決意を新たにして20周年記念大会を無事終了
いたしました。 〔連合会事務局長　谷垣俊樹さんより〕

苫小牧パークゴルフ協会
設立20周年記念パークゴルフ大会開催!!

台湾でパークゴルフの最新のルールを学ぶ研修会
が開かれました。

第75回全国レクリエーション大会2021福島
2021年9月17・18・19日（金・土・日）　パークゴルフはスポーツ実践活動Aとして、福島県相馬市で開催予定
●日時：2021年9月19日（日）8：30 ～ 15：00（受付8：00 ～）
●会場：相馬市　相馬光陽パークゴルフ場
●参加資格：パークゴルフ愛好者　●定員：250人　●参加費：2,000円/1人
●実施方法：公益社団法人日本パークゴルフ協会規定による45ホールストロー
クプレイとします。同スコアの場合、優勝者のみサドンデスプレーオフとし、
プレーオフ出場者以外で同スコアの場合は、カウントバックの方式で順位を
決めます。

●主管団体：福島県パークゴルフ協会連合会
●問合せ先：福島県パークゴルフ協会連合会　事務局長　鈴木　幸治
　FAX/TEL：0244-46-5155　e-mail:koji_suzuki_mk@outlook.jp
●備考：競技に使用する用具は、公益社団法人日本パークゴルフ協会認定用具
とします。

〈R3.6.15現在の情報より〉

台湾の宜蘭縣では民間と公営のパークゴルフ場が
できており、パークゴルフ熱が高まっているとお便
りにありました。

海 外 情 報
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　コロナが収束の気配を見せない中、私たち小田原市パークゴルフ協会
は、新たな気持ちで10年間使用してきた定例会優勝カップの変更を考え
ていました。そのような中協会員で箱根細工指物師の名工土屋太一さん
に相談したところ、箱根細工の第一線からは退いたが、最後の作品とし
て作成したいというお申し出をいただき、会長以下有難く受けいれるこ
とにしました。
　箱根の寄木細工は種類の多い木材の、それぞれが持つ異なった材色や
木目を生かしながら寄せ合わせ精緻な幾何学模様を作り出し、一定した
厚みの「種板」とし、これを特殊な大鉋で薄く削り、小箱などに貼付、
装飾に利用したり、種板をそのまま加工し製品にする手作りの木工芸品
です。この技術技法は江戸時代末期に箱根町畑宿に始まり、現在まで技
術継承がなされ、箱根、小田原地方が我が国では唯一の産地です。昭和
59年5月通商産業大臣により「伝統工芸品」として指定を受けています。
1997年より箱根町が箱根駅伝往路優勝校に贈呈している寄木トロフィー
も今年は鬼滅の刃のトロフィーが贈られました。このような伝統ある技
術を生かした優勝トロフィーを末永く継承していきたいと思います。

〔小田原市PG協会　事務局長　三浦靖弘さん記〕

通信員だよ
り

小田原市パークゴルフ協会　地元の伝統工芸、寄せ木細工で

神奈川県パークゴルフ協会連合会から
〔露木祐二通信員〕

箱根の寄木細工のトロフィー登場

パークゴルフの効果 当協会ホームページより

　『ルールはいたってシンプル、子供からお年寄りまで誰もが身近なスポーツとして、
手軽に気軽に出来る三世代スポーツとして、人気を集める一方、意外なところで評価
されています。学校内にパークゴルフコースがつくられ、学校のレクリエーションに
親子で又生徒と地域の人々のコミュニケーションの場として役立っています。又、病
院では専用コースを作り、リハビリとしてパークゴルフが役立てられています。
　今、人生をより健康で心豊かなライフスタイルをつくる「生涯スポーツ」として、
パークゴルフ人気はナイスショットの連発です。
　地域の活性化や医療福祉分野への貢献など、パークゴルフの多様な可能性が、今注
目を集めています。	』

男子優勝者
深澤　　勲さん

女子優勝者
松下ちづ子さん

箱根の寄木細工の優勝トロフィー

　かねてより5月16日の定例会で箱根寄木細工のトロフィーが
お披露目になると大きな前評判が有。最初に取るのは誰かと他
の協会や関係者からも注目されていました。
　当日は、とても寒い雨模様になり開成水辺スポーツ公園パー
クゴルフ場で日頃から練習を重ねてきた強者が「俺が、私が最
初に…」と熱戦が繰り広げられた結果男子優勝は、毎朝走り込
み打ち込みの特訓を続けてきた　深澤勲さんが、女子優勝は、
実力派常勝者の松下ちづ子さんが最初の栄誉を勝ち取りました。
　この輝かしくも威厳のある箱根寄木細工のトロフィーを一度
は、自分の手に取ることを夢見て、二人への賛辞と共に、協会
員一同更に練習に励むと熱い心を寄せ合った日にもなりました。
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　函館パークゴルフ協会は設立30周年を迎える記念すべき
年度ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不用
不急の外出自粛期間が続いている現状です。
　コロナ感染者が連日少人数ですが発生している現状で、一
方ワクチン接種は5月末から順次開始されております。
　このような中、いかに「記念大会」を実施すべきか苦慮し
ているところです。
　協会では記念周年を迎えるにあたり、会長を筆頭に実行委
員会を立ち上げました。
　組織は「総務部」、「表彰者推薦委員会」、「記念誌（交流の
輪）編集委員会」、「記念大会運営委員会」の4つの委員会に
分かれ、それぞれいろいろと検討しています。また、各専門
委員会では順調に事務を進め、実施に向け取り組んでいる最
中です。
　記念誌「交流の輪」の発行、表彰者の授賞式、記念大会を
実施できるよう準備しているところですが、現状のコロナ禍
状況から8月31日に予定している記念大会が実施出来るか否
か心配しています。
　表彰者授賞式を7月1日に開催しますが、3密防止対策のた
め「マスク」着用して少人数に絞り、実行委員長との記念撮
影をして記念誌に掲載する予定です。
　会員のみなさんには、記念大会日に青空掲示板に受賞者の
写真を掲示して祝していただき、また、受賞者には掲示した
写真を額縁に入れて記念品の一部にします。
　授賞式の運営方法について、流れをスムースにしていかに
短時間で終了することに苦慮しております。
　記念誌「交流の輪」は協会長、函館市長、日本パークゴル
フ協会長のメッセージの他過去10年間の実績及び授賞式・
記念大会を掲載する予定です。
　ワクチンの早期接種・コロナ感染の終息を願っております。

函館パークゴルフ協会から
〔函館PG協会設立30周年実行委員会　実行委員　廣田耕三〕

●オフィシャルガイドブック………1冊770円（税込・送料別）

●購入方法：注文品名、冊数、郵便番号、住所、名前、電話番号を明記の上、FAX 又はメールにてご注文
ください。また、当協会ホームページからも、ご注文ができます。

●支払方法：発送の際に同封する払込票をご利用の上、お振り込みください。
●ご注文をお受けしてからお手元に届くまで多少時間がかかりますので、ご了承ください。

パークゴルフを楽しむために役立つ１冊です！

パークゴルフ
オフィシャルガイドブック

A5
サイズ

公益社団法人
日本パークゴルフ協会
北海道中川郡幕別町宝町53-1
電話（0155）54-2260　FAX（0155）54-2204
https://www.parkgolf.or.jp/　E-mail：parkgolf@ipga.jp

P A R K G O L FP A R K G O L F
O F F I C I A L  G U I D E  B O O K

NIPPON PARKGOLF ASSOCIATION

公益社団法人日本パークゴルフ協会

■ コースに出る前の基礎知識

■ エチケット・マナー

■ パークゴルフ規則

■ 競技要領（大会運営・ペア競技）

P A R K G O L F

パークゴルフ

オフィシャル
　　ガイドブック

2020年3月1日施行
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公益社団法人日本パークゴルフ協会　　コース会員紹介

都道府県 会員番号 コース会員名 公認コース№ コース名 ホール数 問合せ先 コース所在地
北 海 道 36 ㈱旭観光リース 239 エルクの森パークゴルフクラブ 36 011-591-5663 北海道札幌市

504 ㈱ワイド 178 パークワン 108 011-695-3488
559 王子不動産㈱北海道支店 202 王子パークゴルフコース 36 011-792-3918
676 ㈲高島観光ファーム 269 八剣山パークゴルフ場 36 011-596-5454
913 札幌市 340 山口緑地パークゴルフ場東コース 45 011-681-3940

442 厚別山本公園パークゴルフ場 36 011-802-5152
1000 パークランド福移の森グループ 376 札幌パークゴルフ倶楽部福移の杜コース 72 011-374-8000
1042 北海道造園コンサルタント・東洋実業C 396 茨戸川緑地パークゴルフ場 36 011-778-5751
1094 とよたきフルーツパーク とよたきフルーツパークパークゴルフ場 18 011-596-2815
495 リバーサイドゴルフセンター㈱ 160 リバーサイドパークゴルフ 72 0123-23-2211 北海道千歳市
438 ㈱玉川商事 141 恵庭花夢里パーク 72 0123-35-3112 北海道恵庭市
459 サッポロビールパークゴルフ場 サッポロビール庭園パークゴルフコース 36 0123-34-9300
612 北海道恵庭市 231 恵庭中央パークゴルフ場 36 0123-34-8915
613 北清コーポレーション㈱ 256 えべつ角山パークランド 72 011-389-5000 北海道江別市
293 ㈱山根園ウエストヒル 67 山根園パークゴルフコース 36 011-375-2850 北海道北広島市
908 ㈱厚別パークボウル 336 エルムパーク西の里 36 011-375-5089
977 輪厚国際パークゴルフコース 366 輪厚国際パークゴルフコース 36 011-398-9772
779 東光ローンコンサルタント㈱ ローンスケープ輪厚 27 011-377-8448
504 ㈱ワイド ワイドゴルフ＆パーク（ワイドパーク） 36 北海道石狩市
606 石狩市 57 石狩市緑苑台パークゴルフ場 36 0133-64-1220

203 シーサイドみなくるパークゴルフ 36 0133-77-3101
浜益温泉公園パークゴルフ場 18 0133-76-2233
石狩河口パークゴルフ場 18
彩林公園ミニパークゴルフ場 18
紅南公園ミニパークゴルフ場 9
厚田公園パークゴルフ場 9

742 パークゴルフジャパン㈱ 297 P.G.J倶楽部茨戸コース 72 090-3393-9921
985 花川パーク㈱ 370 いしかりパークゴルフ場 54 0133-72-5185
870 新篠津村 251 ふれあい公園パークゴルフ場 27 080-3268-2714 北海道新篠津村

252 しのつ公園パークゴルフ場 18 0126-58-3166
海洋センターパークゴルフ場はまなすコース 9 0126-57-2111

290 伏白稲荷神社 56 伏白稲荷パークゴルフ場 54 0138-51-6009 北海道函館市
489 ㈲ニシヤ･ナーセリー 158 函館桔梗高台パークゴルフ場 36 0138-46-5571
824 ㈱桔梗造園 105 恵山シーサイドパークゴルフ場 18 0138-46-2297

215 すずらんの丘公園パークゴルフ場 36 0138-46-2297
966 ㈱マルゼンシステムズ 127 白石公園パークゴルフ場 18 0138-58-4880
975 田中潦風園・道南園芸コンソーシアム 12 空港緑地志海苔パークゴルフ場 18 0138-54-5158
907 福島町教育委員会 134 福島町パークゴルフ場 18 0139-47-3675 北海道福島町
666 ㈲里口工業 430 緑の丘友愛パークゴルフ場 27 01374-2-5018 北海道森町
743 森町役場 森町パークゴルフ場尾白内コース 18 01374-2-1234

144 あったかさわらパークゴルフ場 27 01374-8-5562
909 八雲町 332 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 36 0137-65-6030 北海道八雲町
815 長万部町 37 あやめ公園パークゴルフ広場 36 01377-2-2456 北海道長万部町
255 おたる自然の村公社 小樽自然の村公社パークゴルフ場 18 0134-25-1701 北海道小樽市
711 道都総合事業協同組合 369 ワインの丘パークランド 36 0134-32-2580
831 マルミプラス㈱ 173 小樽市銭函パークゴルフ場 18 011-771-2438
958 ㈱ＰＧＮ 355 小樽グリーンパーク 45 0134-26-6565
946 黒松内町 102 歌才フラワーガーデンパークゴルフ場 18 0136-72-3160 北海道黒松内町
801 真狩村 107 真狩村ふれあい広場パークゴルフ場 36 0136-45-3339 北海道真狩村
388 ルスツリゾートパークゴルフコース 132 ルスツリゾートパークゴルフコース 18 0136-46-2205 北海道留寿都村
1117 留寿都村 434 留寿都村ふれあい公園パークゴルフ場 36 0136-46-3131
530 市ヶ原パーク 174 きもべつ市ヶ原パーク 36 0136-33-3111 北海道喜茂別町
785 京極町 175 京極パークゴルフ場 36 0136-42-2700 北海道京極町
869 倶知安町 114 旭ケ丘公園パークゴルフ場 36 0136-22-2288 北海道倶知安町
820 共和町 154 共和町パークゴルフ場 18 0135-73-2011 北海道共和町
746 岩内町 113 いわないパークゴルフ場 36 0135-67-7096 北海道岩内町
726 古平町 237 あいらんど広場パークゴルフ場 27 0135-42-2181 北海道古平町
773 仁木町 84 ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場 36 0135-32-3977 北海道仁木町
896 余市町 275 あゆ場公園パークゴルフ場 36 0135-22-0008 北海道余市町
323 ㈱アンビックス 244 美唄市パークゴルフ場 36 0126-63-3359 北海道美唄市
742 パークゴルフジャパン㈱ 298 P.G.J倶楽部南幌コース 36 090-3393-9921 北海道南幌町
740 岩見沢市 39 栗沢パークゴルフ場 18 0126-45-4811 北海道岩見沢市

136 ひょうたん沼パークゴルフ場 27 0126-23-4111
266 ローズパーク 54 0126-44-2244
303 土里夢公園パークゴルフ場 54 0126-32-4160

900 芦別市 142 芦別温泉パークゴルフ場 18 0124-27-7755 北海道芦別市
219 芦別市民パークゴルフ場 36 0124-24-2525

828 三笠市 314 三笠市パークゴルフ場 36 01267-2-8989 北海道三笠市
800 滝川市 424 石狩川河川敷パークゴルフ場 72 080-9000-4808 北海道滝川市

滝川ふれあいの里パークゴルフ場 18 0125-26-2000
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都道府県 会員番号 コース会員名 公認コース№ コース名 ホール数 問合せ先 コース所在地
北 海 道 783 深川市 38 桜山パークゴルフ場 27 0164-22-1123 北海道深川市

さわやか広場パークゴルフ場 18 0164-26-2343
278 深川リバーサイドパークゴルフ場 45 0164-22-1123

石狩緑地パークゴルフコース 18 0164-26-2343
総合運動公園パークゴルフコース 27 0164-26-2343

781 ㈱緑宝 110 寿公園パークゴルフ場 18 0125-65-2170 北海道奈井江町
865 上砂川町 奥沢パークゴルフ場 18 0125-62-2881 北海道上砂川町
104 三川パークゴルフクラブ 7 三川パークゴルフクラブ 36 0123-87-3367 北海道由仁町
918 長沼町 23 北長沼水郷公園パークゴルフ場 36 0123-88-2111 北海道長沼町
1031 クリーンセンター㈱ 391 栗山ダムパークゴルフコース 36 0123-73-3200 北海道栗山町

御園パークゴルフコース 18 0123-73-3200
837 月形町 125 月形町パークゴルフ場 18 0126-53-3152 北海道月形町
862 特定非営利活動法人新十津川町体育協会 70 ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場 27 0125-76-2500 北海道新十津川町
798 北海道雨竜郡妹背牛町 82 遊水公園うららパークゴルフ場 27 0164-32-2063 北海道妹背牛町
786 秩父別町 76 秩父別町パークゴルフ場 27 0164-33-2555 北海道秩父別町
752 雨竜町 22 雨竜町いきいき元気村パークゴルフ場 36 0125-77-2289 北海道雨竜町
903 北竜町 153 北竜町ひまわりパークゴルフ場 36 0164-34-2089 北海道北竜町
782 沼田町 164 雨竜川総合運動公園町民パークゴルフ場 36 0164-35-2900 北海道沼田町
754 幌加内町 64 100年記念公園パークゴルフ場 36 0165-35-3833 北海道幌加内町
320 旭川神楽山パークゴルフコース 88 旭川神楽山パークゴルフコース 72 0166-75-5555 北海道旭川市
654 西神楽さと川パークゴルフ場運営管理委員会 257 西神楽さと川パークゴルフ場 36 080-5588-3448
759 グリーンテックス㈱ 246 旭川市嵐山パークゴルフ場 72 0166-63-0044
978 公益財団法人旭川市公園緑地協会 368 東光パークゴルフ場 36 0166-52-1934
794 士別市 238 多寄農村広場パークゴルフ場 45 0165-26-2268 北海道士別市

あさひパークゴルフ場 18 0165-28-2121
ぶどうパークゴルフ場 36 0165-26-7307
天塩川パークゴルフ場 18 0165-26-7307

843 名寄市 159 なよろ健康の森パークゴルフ場 36 01654-2-5003 北海道名寄市
772 富良野市 103 太陽の里パークゴルフ場 36 0167-42-3003 北海道富良野市

212 空知川パークゴルフ場 36 0167-23-1152
213 東山パークゴルフ場 18 0167-27-2727

1051 新富良野プリンスホテルパークゴルフ場 401 新富良野プリンスホテルパークゴルフ場 36 0167-22-1111
699 たかすパークゴルフ保全協会 205 たかす丸山パークゴルフ場 54 0166-87-4825 北海道鷹栖町
625 ㈲ブルーメン 241 東神楽14号河川敷パークゴルフ場 36 0166-83-7789 北海道東神楽町

242 東神楽森林公園パークゴルフ場 45 0166-83-7789
1029 当麻町 400 とうま山パークゴルフ場 36 0166-84-3900 北海道当麻町
838 比布町 135 グリーンパークぴっぷ 36 0166-85-2383 北海道比布町
927 上川町 152 層雲峡パークゴルフ場 36 01658-5-3824 北海道上川町
578 ㈱東川振興公社 キトウシパークゴルフ場 45 0166-82-5001 北海道東川町

285 東川親水河川公園パークゴルフ場 36 0166-82-5001
806 北海道上川郡美瑛町 232 ビルケの森パークゴルフ場 54 0166-92-4321 北海道美瑛町
655 ㈱シー・エス・ティ 185 上富良野町パークゴルフ場 27 0167-45-1189 北海道上富良野町
841 下川町 261 下川町万里長城パークゴルフ場 36 01655-4-3914 北海道下川町
1149 音威子府村教育委員会 音威子府パークゴルフ場 18 01656-5-3356 北海道音威子府村
749 中川町教育委員会 161 中川町「Nタウン」パークゴルフ場 36 01656-7-2877 北海道中川町
864 留萌市 319 留萌市神居岩公園パークゴルフ場 36 0164-42-2010 北海道留萌市
1132 増毛町 増毛町パークゴルフ場 27 0164-53-2468 北海道増毛町
807 小平町 112 小平町国際パークゴルフ場 18 0164-56-2230 北海道小平町

鬼鹿パークゴルフ場 18 0164-56-2111
816 天塩町 17 天塩町町民パークゴルフ場 27 01632-2-1873 北海道天塩町
835 稚内市 262 ノシャップ公園パークゴルフ場 18 0162-24-1919 北海道稚内市

稚内市こまどりパークゴルフ場 18 0162-23-2121
1056 ㈱稚内振興公社 406 宗谷ふれあい公園パークゴルフ場 36 0162-27-2177
880 浜頓別町 81 浜頓別町パークゴルフ場 36 01634-2-4666 北海道浜頓別町
769 枝幸町 21 桧垣公園パークゴルフ場 36 0163-68-2151 北海道枝幸町

41 北幸公園パークゴルフ場 18 0163-62-1250
193 三笠山パークゴルフ場 36 0163-62-1250

351 ㈱北見都市施設管理公社 50 北見モイワスポーツワールドライラックコース 18 0157-37-2244 北海道北見市
809 北見市 99 川東河川敷パークゴルフ場 54 0157-33-1842

八方台森林公園パークゴルフ場 36 0157-42-2750
常呂町森林公園パークゴルフ場 54 0152-54-1320

745 網走市 181 レイクサイドパーク・のとろ 36 0152-44-6111 北海道網走市
894 一般財団法人北方文化振興協会 259 天都の杜パークゴルフ場 36 0152-45-2277
875 農村公園管理運営委員会 25 紋別パークゴルフ場こまくさ・いしづちコース 36 0158-25-2715 北海道紋別市
1021 ㈱紋別観光振興会社 387 紋別市まきばの広場PG場 72 0158-23-2150
1104 美幌町 426 網走川河畔公園パークゴルフ場 81 0152-73-4117 北海道美幌町
812 津別町 92 つべつふれあい公園パークゴルフ場 54 0152-76-2713 北海道津別町
607 清里町 271 江南パークゴルフ場 54 0152-25-4000 北海道清里町
861 小清水町パークゴルフ協会 316 小清水町民パークゴルフ場 36 0152-62-3097 北海道小清水町
1052 訓子府町教育委員会 402 訓子府町パークゴルフ場 54 0157-47-2195 北海道訓子府町
914 置戸町 337 置戸町おけとパークゴルフ場 153 0157-52-3075 北海道置戸町

置戸町勝山ふれあいパークゴルフ場 36 0157-52-3075
751 遠軽町教育委員会 301 えんがるパークゴルフ場 36 0158-42-1903 北海道遠軽町

451 瀬戸瀬パークゴルフ場 36 0158-42-1903
790 湧別町 6 湧別町営五鹿山公園パークゴルフ場 54 01586-4-3203 北海道湧別町
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都道府県 会員番号 コース会員名 公認コース№ コース名 ホール数 問合せ先 コース所在地
北 海 道 790 湧別町 芭露パークゴルフ場 18 01586-5-3132 北海道湧別町

863 滝上町 122 ウッドパークゴルフ場 36 0158-29-2111 北海道滝上町
341 渓谷パークゴルフ場 36 0158-29-2111

899 室蘭市 145 白鳥大橋パークゴルフ場 36 0143-44-7521 北海道室蘭市
309 苫小牧タピオパークゴルフクラブ 191 苫小牧タピオパークゴルフクラブ 27 0144-36-8952 北海道苫小牧市
397 ㈱苫小牧オートリゾート（アルテンパークゴルフクラブ） アルテンパークゴルフコース 18 0144-67-2222
404 有珠の沢ファミリーパークゴルフ倶楽部 有珠の沢ファミリーパークゴルフ場 18 0144-72-2325
502 糸井の森パークゴルフ 287 糸井の森パークゴルフ 36 0144-76-7237
522 ㈱佐藤商事 192 糸井ゴルフパーク54 54 0144-73-8347
639 NPO法人はまなすクラブ 423 NPOはまなすクラブ 18 0144-68-1165
718 北海道曹達㈱幌別事業所 91 岡志別の森運動公園パークゴルフ場 18 0143-85-2411 北海道登別市
808 サンチャイルドパークゴルフ場 432 サンチャイルドパークゴルフ場 36 0143-83-0777
638 グリーンファームパークゴルフコース 281 グリーンファームパークゴルフコース 36 0142-23-0232 北海道伊達市
1113 北海道伊達市教育委員会 365 まなびの里パークゴルフ場 36 0142-38-2151

伊達市アルトリパークゴルフ場 18 0142-23-8600
関内パークゴルフ場 18 0142-23-8600
大滝自然ふれあい交流多目的広場パークゴルフ場 36 0142-68-6282

767 豊浦町 302 豊浦渚パークゴルフ場 27 0142-83-1189 北海道豊浦町
650 NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ 121 壮瞥町パークゴルフ場 18 0142-66-2201 北海道壮瞥町
64 白老パークゴルフクラブ 36 白老パークゴルフクラブ 36 0144-82-5566 北海道白老町
76 T-Planning 9 虎杖浜パークゴルフクラブ 27 0144-87-4708	
371 ホテルほくようパークゴルフ倶楽部 129 ほくようパークゴルフ倶楽部 36 0144-87-2345
761 安平町 407 安平山パークゴルフコース 45 0145-25-2087 北海道安平町
858 日高町 157 日高沙流川パークゴルフ場 18 01457-6-2084 北海道日高町

386 門別中央パークゴルフ場 18 01456-2-2451
富川さるがわせせらぎ公園パークゴルフ場 18 01456-2-6187
厚賀森林公園パークゴルフ場 18 01456-2-6187

980 平取町 364 ニセウエコランドパークゴルフ場 18 01457-3-3188 北海道平取町
409 二風谷ファミリーランド 18 01457-2-3807

770 新冠町 166 新冠町西泊津ヒルズパークパークゴルフ場 36 0146-47-4466 北海道新冠町
771 浦河町 94 アエルパークゴルフ場 36 0146-26-9014 北海道浦河町
853 様似町 186 アポイ山麓パークゴルフ場 27 0146-36-3636 北海道様似町
756 えりも町役場 49 えりも町百人浜パークゴルフ場 18 0146-64-2169 北海道えりも町
855 新ひだか町 321 静内川右岸パークゴルフ場	 36 0146-42-0048 北海道新ひだか町

367 三石蓬莱山公園パークゴルフ場 18 0146-33-2090
739 ポロシリ高原パークゴルフ場管理委員会 74 ポロシリ高原パークゴルフ場 36 0155-60-2400 北海道帯広市
765 帯広市 97 札内川第2・第3パークゴルフ場 36 0155-26-3545

323 十勝川親水パークゴルフ場 36 0155-26-3545
帯広の森運動公園パークゴルフ場 18 0155-47-1188

777 音更町教育委員会 42 柳町河川緑地パークゴルフ場 36 0155-42-4099 北海道音更町
43 音更川リバーパークパークゴルフ場 36 0155-42-4099
44 ひばりが丘緑地パークゴルフ場 36 0155-42-4099
177 すずらん河川緑地パークゴルフ場 36 0155-42-4099

888 士幌町 201 しほろ温泉パークゴルフ場 36 01564-5-3630 北海道士幌町
873 上士幌町 196 航空公園パークゴルフコース 36 01564-2-4297 北海道上士幌町

上士幌町たか台パークゴルフ場 18 01564-2-4297
755 鹿追町 240 しかりべつ川公園パークゴルフ場 36 0156-66-4033 北海道鹿追町

433 しかおいGEOPパークゴルフ場 36 0156-66-4033
776 新得町 59 サホロリバーサイドパークゴルフ場 36 0156-64-0532 北海道新得町

屈足レイクサイドパークゴルフ場 18 0156-64-0532
1118 清水町 清水公園展望パークゴルフ場 36 0156-62-2113 北海道清水町

清水町体育館前パークゴルフ場 18 0156-62-2913
下佐幌パークゴルフ場 27 0156-62-2113
御影パークゴルフ場 27 0156-63-3939

700 めむろ新嵐山㈱ 279 めむろ新嵐山パークゴルフ場 36 0155-65-2121 北海道芽室町
867 更別村役場 195 プラムカントリーパークゴルフ場 54 0155-52-2211 北海道更別村
1116 大樹町 大樹町歴舟川パークゴルフ場 36 01558-6-5062 北海道大樹町
744 幕別町 1 つつじコース 18 0155-54-2289 北海道幕別町

2 サーモンコース 18 0155-54-2289
3 ちろっとの森コース 36 0155-56-4083
20 はらっぱ36コース 36 0155-56-4083

1143 池田町役場 清見ヶ丘公園かしわコース・さくらコース 36 015-572-3269 北海道池田町
利別パークゴルフクラブ 18 015-572-3269
高島パークゴルフ場（北部地域） 18 015-573-2333

915 本別町 214 太陽の丘パークゴルフ場 54 0156-22-2331 北海道本別町
836 足寄町 52 里見が丘公園パークゴルフ場 36 0156-25-3191 北海道足寄町
944 浦幌町 248 浦幌パークゴルフ場 45 015-576-2700 北海道浦幌町

吉野パークゴルフ場 18 015-576-2127
上浦幌パークゴルフ場 18 015-576-2660
厚内パークゴルフ場 18 015-576-2660
健康公園パークゴルフ場 18 015-576-2500

874 釧路市教育委員会 4 釧路市音別町パークゴルフ場 36 01547-6-2034 北海道釧路市
334 釧路市河畔パークゴルフ場 36 0154-31-1230

1153 ㈱	ヨシダ造園緑化 448 釧路広域連合高山の森パークゴルフ場 36 0154-92-1189
757 土井木材㈱ 87 パーク108パークゴルフ 36 0154-40-1919 北海道釧路町

2021.7

10NPGA ニュース 63



都道府県 会員番号 コース会員名 公認コース№ コース名 ホール数 問合せ先 コース所在地
北 海 道 788 厚岸町 109 宮園公園パークゴルフ場 36 0153-52-7785 北海道厚岸町

775 浜中町教育委員会 19 浜中町民パークゴルフ場 36 0153-62-3144 北海道浜中町
954 標茶町 353 ときわパークゴルフ場 36 015-485-2434 北海道標茶町
830 弟子屈町 65 900草原パークゴルフ場 36 015-482-2934 北海道弟子屈町

鐺別河川敷パークゴルフ場 36 015-482-2934
川湯温泉パークゴルフ場 18 015-482-2934
美留和パークゴルフ場 18 015-482-2934
川湯駅前パークゴルフ場 18 015-482-2934
屈斜路パークゴルフ場 18 015-482-2934
奥春別パークゴルフ場 36 015-482-2934

784 鶴居村教育委員会 170 鶴居村パークゴルフ場 36 080-1896-4456 北海道鶴居村
鶴居村幌呂農村公園パークゴルフ場 27 0154-64-2050

780 白糠町教育委員会 162 しらぬかパークゴルフインチャロ 36 01547-2-2287 北海道白糠町
庶路パークゴルフ場 18 01547-2-5345
栄一区パークゴルフ場 18 01547-2-5342
駒の里ふれあい広場パークゴルフ場 18 01547-2-5345

851 根室市 18 根室市パークゴルフ場 36 0153-24-1384 北海道根室市
根室市歯舞パークゴルフ場 18 0153-23-5982
根室総合運動公園パークゴルフ場	 18 0153-23-5982
根室市厚床パークゴルフ場	 18 0153-23-5982

805 別海町 47 別海町営パークゴルフ場 36 0153-75-2882 北海道別海町
610 ㈱中標津都市施設管理センター 53 森林公園パークゴルフ場 36 0153-72-0473 北海道中標津町

54 正美公園パークゴルフ場 18 0153-72-0473
130 ゆめの森公園パークゴルフ場 36 01537-2-0471

736 標津町 34 町営川北パークゴルフ場 36 01538-2-3112 北海道標津町
望ケ丘公園コース 36
古多糖コース 18 01538-2-3112
忠類コース 18 01538-2-3112

882 羅臼町 85 羅臼町営パークゴルフ場 36 0153-88-1094 北海道羅臼町
青 森 県 460 八戸美保野パークゴルフクラブ 150 八戸美保野パークゴルフクラブ 36 0178-31-0001 青森県八戸市

663 八戸小久保パークゴルフクラブ 258 八戸小久保パークゴルフクラブ 36 0178-34-0065
713 青森県十和田市 197 八甲田パノラマパークゴルフ場 54 0176-74-2277 青森県十和田市

289 高森山パークゴルフ場 36 0176-20-6100
886 カワヨグリーン牧場 326 カワヨグリーン牧場羊飼いのゴルフ場 36 0178-56-4111 青森県おいらせ町
1081 三戸町 419 さんのへパークゴルフ場 36 0179-23-6898 青森県三戸町

岩 手 県 1010 合同会社ひのと 380 さくらパーク日戸パークゴルフ場 36 090-9745-8654 岩手県盛岡市
1103 一般財団法人きたかみ地域振興財団 425 北上わがパークゴルフ場 36 0197-72-3310 岩手県北上市
630 平庭観光開発㈱ 245 平庭高原パークゴルフ場 36 0194-72-2944 岩手県久慈市
1020 岩手県二戸市 384 稲庭高原パークゴルフ場 36 0195-38-4474 岩手県二戸市
819 軽米町 95 ハートフルパークゴルフ場 36 0195-46-3889 岩手県軽米町
930 ㈱九戸村ふるさと振興公社 349 くのへパークゴルフ場 36 0195-42-4001 岩手県九戸村
774 洋野町 98 大野パークゴルフ場 99 0194-77-4389 岩手県洋野町

宮 城 県 1102 公益財団法人仙台市公園緑地協会 446 仙台市海岸公園パークゴルフ場 18 022-288-0390 宮城県仙台市
758 石巻市 273 石巻市かなんパークゴルフ場 36 0225-72-2933 宮城県石巻市
1154 気仙沼市 449 気仙沼市パークゴルフ場 36 0226-25-7175 宮城県気仙沼市
921 角田市 263 あぶくまパークゴルフ場 27 080-5565-7787 宮城県角田市
1131 宮城県登米市 439 登米市高森パークゴルフ場 54 0228-34-2221 宮城県登米市
1060 協業組合アクアテック栗原 418 栗原市小田ダム湖畔パークゴルフ場 36 0228-54-2880 宮城県栗原市
1136 宮城県東松島市 437 矢本海浜緑地パークゴルフ場 54 0225-98-7089 宮城県東松島市
768 大崎市 29 加護坊パークゴルフ場 54 0229-39-0989 宮城県大崎市

447 大崎市新世紀公園三本木パークゴルフ場 54 0229-53-1560
1137 （一財）公園財団みちのく公園管理センター 441 国営みちのく杜の湖畔公園北地区パークゴルフコース 27 0224-84-5991 宮城県川崎町
561 宮城県黒川郡大衡村 206 おおひら万葉パークゴルフ場 54 022-345-8009 宮城県大衡村
637 宮城県加美町 143 ふれあいの森公園パークゴルフ場 36 0229-62-2233 宮城県加美町

247 やくらいパークゴルフ場 36 0229-68-4021
秋 田 県 722 鹿角市 290 かづのパークゴルフ公園 36 0186-23-8952 秋田県鹿角市

708 由利本荘市 210 八塩パークゴルフ場 54 0184-69-2116 秋田県由利本荘市
220 岩城パークゴルフ場 36 0184-73-2468

由利本荘市鳥海高原子供の国 18 0184-55-4953
926 秋田県 345 北欧の杜パークゴルフ場 36 0186-78-3300 秋田県北秋田市
1059 小坂町 410 小坂町みんなの運動公園パークゴルフ場 36 0186-29-2069 秋田県小坂町
764 秋田栗駒リゾート㈱ 176 ジュネス栗駒パークゴルフ場 36 0182-47-3555 秋田県東成瀬村

山 形 県 957 酒田市 356 酒田市八森パークゴルフ場 18 0234-64-3083 山形県酒田市
998 ふるさと公園管理運営企業体 310 最上川ふるさと総合公園第1パークゴルフ場 27 0237-83-5195 山形県寒河江市
971 のがわクラブ 362 長井市パークゴルフ場 18 0238-84-2068 山形県長井市
996 天童市 374 天童パークゴルフ場川原子コース 18 080-2842-7381 山形県天童市
717 ㈲南陽グリーンヒル 286 南陽グリーンヒルパークゴルフ場 18 0238-47-5835 山形県南陽市
871 置賜広域行政事務組合 322 湯るっとパークゴルフ場 27 0238-58-0171 山形県高畠町
1105 川西町 427 川西ダリヤパークゴルフ場 36 0238-33-9390 山形県川西町
1057 東部地区振興協議会 405 水源の郷パークゴルフ場 18 0238-62-2264 山形県小国町
856 一般財団法人白鷹町アルカディア財団 260 白鷹パークゴルフ場 36 0238-85-1001 山形県白鷹町
483 ㈱飯豊町地域振興公社 137 白川湖パークゴルフ場 36 0238-77-2124 山形県飯豊町

福 島 県 1055 福島市 404 福島市パークゴルフ場 36 024-572-5786 福島県福島市
901 須賀川市 226 藤沼湖自然公園パークゴルフ場 36 0248-67-3355 福島県須賀川市
766 喜多方市 230 高郷温泉保養施設パークゴルフ場 18 0241-44-2888 福島県喜多方市
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福 島 県 691 相馬市教育委員会 120 松川浦パークゴルフ場 36 0244-36-4355 福島県相馬市

274 相馬光陽パークゴルフ場 81 0244-26-8009
1158 福島県田村市 453 田村市パークゴルフ場 36 0247-81-1215 福島県田村市
1083 福島県南相馬市 420 南相馬市パークゴルフ場 54 0244-46-1521 福島県南相馬市
941 梁川パークゴルフ場 375 梁川パークゴルフ場 18 024-577-3256 福島県伊達市
1152 福島県伊達市 450 伊達市パークゴルフ場 36 024-563-3950
1069 泉崎村 413 泉崎パークゴルフ場 27 0248-53-4141 福島県泉崎村
597 ㈱広野町振興公社 229 二ツ沼総合公園パークゴルフ場 36 0240-27-1130 福島県広野町
931 やく草の森新地パークゴルフ場 346 やく草の森新地パークゴルフ場 18 0244-62-3059 福島県新地町

茨 城 県 1038 結城市 394 紬の里結城パークゴルフ場 18 0296-33-6009 茨城県結城市
942 下妻市 352 小貝川ふれあいパークゴルフ場 36 0296-45-0200 茨城県下妻市
411 下館ゴルフ倶楽部 267 下館パークゴルフ場 72 0296-22-4189 茨城県筑西市
333 ファミリーパークゴルフ 93 ファミリーパークゴルフ場 18 090-5584-2215 茨城県神栖市

栃 木 県 868 渡辺建設㈱ 272 栃木県営鬼怒グリーンパーク 36 028-675-1909 栃木県宇都宮市
1077 足利市 417 足利市借宿緑地パークゴルフ場 18 080-9567-6834 栃木県足利市
534 日光だいや川公園管理事務所 194 栃木県営日光だいや川公園パークゴルフコース 18 0288-23-0111 栃木県日光市
878 上三川町役場 328 かみのかわパークゴルフ場 18 0285-52-2227 栃木県上三川町

群 馬 県 1013 群馬県高崎市 381 高崎市上並榎パークゴルフ場 18 027-327-3828 群馬県高崎市
643 群馬県太田市役所 253 太田市渡良瀬スポーツ広場 54 0276-37-2990 群馬県太田市
895 吉岡町振興公社 147 吉岡町パークゴルフ場 36 0279-54-1221 群馬県吉岡町

埼 玉 県 1111 一般社団法人大宮運動場 428 O・Fパークゴルフ 18 080-3708-3448 埼玉県さいたま市
509 鴻巣市 184 鴻巣市吹上パークゴルフ場 36 048-544-1219 埼玉県鴻巣市
1142 戸田市 444 とだパークゴルフ場 18 048-441-1800 埼玉県戸田市
1167 日本環境マネジメント㈱ 360 吉見総合運動公園パークゴルフ場 27 0493-54-4701 埼玉県吉見町

千 葉 県 872 ㈱タケエイエナジー＆パーク 327 タケエイエコパークゴルフ大木戸 36 043-205-2760 千葉県千葉市
958 ㈱ＰＧＮ 411 佐倉グリーンパーク 36 043-309-6053 千葉県佐倉市
235 ㈲オスカーパークゴルフクラブ 180 オスカーパークゴルフ公園船橋コース 36 047-457-7318 千葉県船橋市
953 成田市 354 成田市久住パークゴルフ場 18 0476-40-9020 千葉県成田市

十余三パークゴルフ場 9
748 旭市 300 あさひパークゴルフ場 18 0479-62-8989 千葉県旭市
649 千葉県習志野市 254 習志野市茜浜パークゴルフ場 18 047-453-7666 千葉県習志野市

中央公園パークゴルフ場 9 047-452-4380
804 フレンドパークゴルフ習志野 305 フレンドパークゴルフ習志野 36 047-473-7392
1039 浦安市 395 高洲海浜公園パークゴルフ場 27 047-382-0382 千葉県浦安市
1008 印西市 378 泉公園パークゴルフ場 18 0476-46-2238 千葉県印西市
787 ㈱フジコー 329 遊楽パークゴルフ場 36 047-492-6645 千葉県白井市
1166 千葉県匝瑳市 457 パークゴルフそうさ 18 0479-74-3751 千葉県匝瑳市
993 千葉県レクリエーション都市開発㈱ 371 蓮沼海浜公園パークゴルフ場 36 0475-78-3555 千葉県山武市

東 京 都 1043 公益財団法人河川財団 397 荒川・扇河川健康公園パークゴルフ場 18 080-6534-9456 東京都足立区
神奈川県 664 ㈱よみうりサポートアンドサービス 250 多摩川うなねパークゴルフコース 18 044-833-0115 神奈川県川崎市

827 横須賀花の国・西武パートナーズ 311 くりはま花の国パークゴルフ場 18 046-834-2844 神奈川県横須賀市
928 平塚市 344 湘南ひらつかパークゴルフ場 18 0463-31-3060 神奈川県平塚市
1045 ㈱アグサ 399 南足柄市広町パークゴルフ場 18 0465-71-0880 神奈川県南足柄市
733 神奈川県足柄上郡中井町 295 中井中央公園パークゴルフ場 18 0465-81-3893 神奈川県中井町
994 山北町教育委員会生涯学習課 373 山北町パークゴルフ場 18 0465-75-3789 神奈川県山北町
948 神奈川県開成町 13 開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場 27 0465-83-1331 神奈川県開成町

新 潟 県 963 一般財団法人公園財団 429 越後丘陵公園パークゴルフ場 36 0258-47-8001 新潟県長岡市
富 山 県 723 富山市 218 富山市パークゴルフ場 54 076-438-1809 富山県富山市

916 （公財）氷見市体育協会 338 氷見運動公園パークゴルフ場 36 0766-91-5136 富山県氷見市
906 滑川市 331 東福寺野自然公園パークゴルフ場 27 076-474-1141 富山県滑川市
741 黒部市 296 黒部市おおしまパークゴルフ場 45 0765-52-0158 富山県黒部市

黒部川リバーサイドパークゴルフ場 27 0765-57-2561
中ノ口緑地公園パークゴルフ場	 36 0765-57-2561

1054 富山県砺波市 403 砺波市パークゴルフ場 36 0763-82-5353 富山県砺波市
490 小杉パークゴルフクラブ 165 小杉パークゴルフクラブ 36 0766-55-1331 富山県射水市
763 富山県射水市 111 下村（水郷の里）パークゴルフ場 36 0766-59-8111

243 パークゴルフ南郷 36 0766-53-0789
1041 トナミグリーン・富山岸企業体 398 富山新港元気の森公園パークゴルフ場 36 0766-86-8660
1123 ㈱たてやま 436 グリーンパーク吉峰 36 076-483-2828 富山県立山町
1024 入善町 392 青野自然公園パークゴルフ場 36 090-7084-1100 富山県入善町
922 朝日町 347 あさひヒスイ海岸パークゴルフ場 36 0765-82-1189 富山県朝日町

石 川 県 675 ㈱岸グリーンサービス 324 奥卯辰山健民公園コース 36 076-264-0395 石川県金沢市
440 かが健康グリーンパーク 36 0761-76-5062 石川県加賀市

加賀フルーツランド 18 0761-72-1800
912 ㈱創生ななお 335 七尾フラワーパークのと蘭ノ国 36 0767-54-0300 石川県七尾市
976 小松市 363 スカイパークこまつ翼パークゴルフ場 36 0761-23-2188 石川県小松市
811 能美市教育委員会スポーツ振興課 60 能美市根上パークゴルフ場 36 0761-55-2896 石川県能美市
799 ㈱いこいの村能登半島 306 いこいの村パークゴルフコース 18 0767-32-3131 石川県志賀町
1025 中能登町 390 古墳公園とりやパークゴルフ場 18 0767-76-1848 石川県中能登町

山 梨 県 454 ㈱清里の森管理公社 146 清里の森パークゴルフ場 18 0551-48-3151 山梨県北杜市
静 岡 県 792 伊豆シャボテン公園パークゴルフ場 308 グランパル公園パークゴルフ場 18 0557-51-1122 静岡県伊東市

1114 ㈱もりのこうえん もりのこうえんパークゴルフ場 18 0557-52-3477
934 富士パーク㈱ 348 富士パークゴルフ場 36 0545-31-1485 静岡県富士市
990 富士山樹空の森パークゴルフ場 372 富士山樹空の森パークゴルフ場 18 0550-70-9393 静岡県御殿場市
1115 小山町 431 小山町パークゴルフ場 18 080-8250-7651 静岡県小山町
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※6月1日現在のNPGA登録状況です。公認コース№欄は、「公認コース」の認定を受けたコースのみ認定番号を記載しています。都合によりコース運営を休止している場合があります。ご了承ください。

都道府県 会員番号 コース会員名 公認コース№ コース名 ホール数 問合せ先 コース所在地
愛 知 県 1074 公益財団法人河川財団名古屋事務所 414 幸心河川健康公園パークゴルフ場 18 090-3550-1906 愛知県名古屋市

962 一宮市 359 一宮市東加賀野井パークゴルフ場 18 0586-85-7079 愛知県一宮市
1085 ㈱ひなた物語 421 吉良パークゴルフ場 36 0563-77-6200 愛知県西尾市
1168 愛知県江南市 458 蘇南公園パークゴルフ場 18 0587-55-5261 愛知県江南市
406 小牧市 131 市民四季の森パークゴルフ場 18 0568-78-4554 愛知県小牧市
1133 国土交通省木曽川下流河川事務所 443 国営木曽三川公園東海広場パークゴルフ場 18 0584-54-5531 愛知県愛西市
462 タツミホーム㈱ 148 あぐりガーデンパークゴルフ 18 0569-48-6788 愛知県阿久比町

三 重 県 491 いなべ市 221 藤原パークゴルフ場 36 0594-46-8377 三重県いなべ市
823 志摩市 200 志摩パークゴルフ場 45 0599-47-0880 三重県志摩市
797 伊賀市 伊賀パークゴルフ場 18 0595-55-2255 三重県伊賀市
729 東員町 291 東員町中部公園パークゴルフ場 18 0564-76-8038 三重県東員町

大 阪 府 1071 一般社団法人生涯スポーツ振興会 パークゴルフ万博公園 18 06-6876-3400 大阪府吹田市
奈 良 県 177 ニッタ	㈱ 30 奈良ニッタの森パークゴルフ場 18 0743-56-2131 奈良県大和郡山市

925 広陵町役場 広陵町パークゴルフコース 18 0745-55-1001 奈良県広陵町
和歌山県 846 紀美野町役場 124 紀美野町パークゴルフ場 36 073-489-5300 和歌山県紀美野町

1125 かつらぎ町教育委員会 435 かつらぎ西部公園パークゴルフ場 18 0736-22-0303 和歌山県かつらぎ町
島 根 県 706 島根県雲南市 283 グリーンパーク雲南 36 0854-45-9211 島根県雲南市
岡 山 県 469 岡山市 155 岡山市浅越パークゴルフ場 18 086-944-0140 岡山県岡山市
広 島 県 1128 大下産業㈱ 広島可部パークゴルフクラブ 18 082-871-1111 広島県広島市

1095 ㈱松浦建設 白龍湖観光農園パークゴルフ場 18 0847-34-0234 広島県三原市
923 東広島市 343 東広島市福富パークゴルフ場 18 082-435-2717 広島県東広島市

412 東広島市河内パークゴルフ場 18 082-438-1066
徳 島 県 860 徳島県藍住町 320 藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場 27 088-693-1020 徳島県藍住町

1140 つるぎ町 貞光パークゴルフ場 27 0883-62-3121 徳島県つるぎ町
香 川 県 1150 香川県造園事業協同組合 香西西地区港湾緑地パークゴルフ場 18 087-881-2280 香川県高松市

854 一般財団法人東かがわ市スポーツ財団 東かがわ市引田パークゴルフ場	 18 0879-33-7163 香川県東かがわ市
高 知 県 263 パークゴルフ土佐クラブ パークゴルフ土佐 27 088-848-2121 高知県高知市

535 鴻ノ森友愛パークゴルフ 鴻ノ森友愛パークゴルフ場 18 088-824-0512
1048 公益財団法人高知県スポーツ振興財団 445 春野総合運動公園パークゴルフ場 18 088-841-3105
902 中土佐町 330 小草ふれあい公園パークゴルフ場 18 0889-40-1222 高知県中土佐町
653 NPO砂浜美術館公園管理事業部 312 土佐西南黒潮パークゴルフ場 18 0880-43-0105 高知県黒潮町

福 岡 県 945 金の隈パークゴルフコース 350 金の隈パークゴルフコース 18 092-503-5274 福岡県福岡市
670 福岡県直方市役所 268 植木桜づつみ公園パークゴルフ場 18 0949-25-2200 福岡県直方市
877 朝倉市 156 朝倉市川の駅原鶴パークゴルフ場 18 0946-62-2828 福岡県朝倉市

佐 賀 県 1011 一般社団法人神水川公園協議会 379 神水川パークゴルフ場 45 0952-51-7005 佐賀県佐賀市
長 崎 県 1135 佐世保市役所都市整備部公園緑地課 438 烏帽子岳高原リゾートスポーツの里 18 0956-24-6669 長崎県佐世保市

964 社会福祉法人米寿会 361 対馬市パークゴルフ場 18 0920-54-5117 長崎県対馬市
412 大島総合サービス㈱ 167 大島パークゴルフ場 18 0959-34-2940 長崎県西海市

熊 本 県 220 ㈱サン・ファーム 61 どんぐりの森パークゴルフ場 18 0964-28-8800 熊本県熊本市
1019 熊本市 382 戸島ふれあい広場パークゴルフ場 18 096-389-3111

383 扇田ふれあい広場パークゴルフ場 18 096-245-5551
1096 ㈱健康パークランド 健康パークゴルフ場 18 0964-28-8950
911 産山村 223 うぶやまパークゴルフ場 27 0967-25-3610 熊本県産山村
1058 草村企業グループ 408 月廻りパークゴルフ場 18 0967-62-0868 熊本県高森町
627 ㈱あそ望の郷みなみあそ 116 久木野パークゴルフ場 18 0967-67-3308 熊本県南阿蘇村

198 長陽パークゴルフ場 36 0967-65-5055
889 南阿蘇パークゴルフ協会 264 一心行パークゴルフ場 27 0967-63-8900

大 分 県 1073 別府市 415 実相寺パークゴルフ場 18 0977-75-8952 大分県別府市
897 杵築市 199 風の郷パークゴルフ場 18 0977-75-0302 大分県杵築市
614 宇佐市 318 アジムパークゴルフ場 18 0978-44-2013 大分県宇佐市
338 くにさきパークゴルフ場管理運営組合 139 くにさきパークゴルフ場 18 0978-72-3115 大分県国東市
1161 日出町役場 454 日出町糸ヶ浜パークゴルフ場 18 0977-72-8989 大分県日出町

宮 崎 県 959 宮崎市 357 宮崎市青島パークゴルフ場 36 0985-65-1113 宮崎県宮崎市
932 都城市 115 高崎パークゴルフ場 45 0986-45-8600 宮崎県都城市

163 宮崎県山田町かかしの里パークゴルフ場 72 0986-64-3888
1157 アーバンパークゴルフクラブ 456 アーバンパークゴルフクラブ 36 0984-27-2660 宮崎県小林市
714 西都市 284 西都市清水台パークゴルフ場 36 0983-43-3478 宮崎県西都市
850 三股町パークゴルフ協会 255 上米公園パークゴルフ場 27 0986-51-2570 宮崎県三股町
960 ㈲新富ゴルフセンター 358 太平洋パークゴルフ 36 0983-33-0048 宮崎県新富町

鹿児島県 1156 鹿児島市 452 かごしま健康の森公園パークゴルフ場 36 099-238-7300 鹿児島県鹿児島市
697 霧島市役所 138 霧島市福山パークゴルフ場 36 0995-56-3786 鹿児島県霧島市
732 いちき串木野市 294 いちき串木野パークゴルフ場 36 0996-32-8118 鹿児島県いちき串木野市
793 伊佐市 227 菱刈パークゴルフ場 36 0995-26-0244 鹿児島県伊佐市
474 南栄建設協同組合 龍美パークゴルフ与論 18 0997-97-4350 鹿児島県与論町

沖 縄 県 1126 特定非営利活動法人糸満市体育協会 申請中 西崎パークゴルフ場 18 098-994-3525 沖縄県糸満市
887 国頭村 168 くいなパークゴルフ場 36 0980-41-7788 沖縄県国頭村

222 くにがみ鏡地パークゴルフ場 18 0980-41-2100
1093 沖縄県東村 422 つつじエコパークパークゴルフ場 18 0980-43-3300 沖縄県東村
1163 沖縄県読谷村 455 ユンタンザパークゴルフ場 18 098-958-5566 沖縄県読谷村
1014 ㈱クリード沖縄 389 与那原パークゴルフ場 18 098-917-0211 沖縄県与那原町
1033 粟国村 393 粟国島パークゴルフ場 18 098-988-2033 沖縄県粟国村
1169 渡名喜村 申請中 渡名喜村パークゴルフ場 18 098-989-2066 沖縄県渡名喜村
1004 久米島町 385 久米島シーサイドパークゴルフ場 45 098-987-0086 沖縄県久米島町

アメリカ 1080 デストロイヤーパークゴルフ 416 DESTROYER	Park	Golf 18 www.destroyerparkgolf.com ニューヨーク州アクロン
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「ご近所サイズの国際大会」から始まった
パークゴルフ国際大会
27回

32回

Since 1987

始球式

10回 1回

29回 30回
25回

24回

第１回
の様子
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　この大会をきっかけに、従来とは違う形での国際交流が可能となり、海外にもコースが増え、旅行会社の企画でツアーも
組まれるようになりました。これまで、覆面レスラーのザ・デストロイヤーさんもゲスト参加をしたことがありました。今
号ではこれまでの国際大会の軌跡を紹介します。
　来年は開催できることを願いましょう！
〇海外のコース　ブラジル、パラグアイ、ボリビア、アルゼンチン、カナダ、中国、韓国、アメリカ（ハワイ州、ワシントン州）、
スウェーデン、エジプト、タイなど

パークゴルフ愛好家のザ・デストロイヤーさんが
息子さんと一緒に登場。会場の人達へのファンサ
ービスにも笑顔で応えてくれました。

ザ・デストロイヤー
さんも参加

27回
参加者から寄せられた募金活動

パッキー登場

ど〜もくん登場

ニコライ　アガーさん
（デンマーク）
個人でパークゴルフ場を
作ったというアガーさん。
「パークゴルフは家族で
できるのが良いところ」

小笠原海
かいり
璃ちゃん

「パークゴルフは小
さな頃からやって
ます。打つ時が楽
しい！」

ファヤッドゥさん（コモロ）
十勝はとても穏やかな場所です。パーク
ゴルフを通じて、この地域の方たちと交
流ができるのがとても魅力的です。

アイアールさん（アフガニスタン）
パークゴルフがとても楽しい！自分の国の
人たちにも紹介したいと思います。

鬼塚茂樹さん・郁子さん夫妻
（パラグアイ）
国の多さにビックリしました。
パークゴルフを通じて世界のコ
ミュニケーションができまし
た。日本の方々もぜひ、パラグ
アイにプレーしに来て下さい。

ボルーさん（ナイジェリア）
アウトドアスポーツを楽しみ
ながら日本人と交流できるの
がすごくいいです。

イノク　ワヨさん
（マラウィ）
「皆さんやさしい。
日本人一番です！」

パークゴルフ暦は5、6年という、韓国から
参加の吳

オ

在
ジ ェ ホ

浩さん。何と、クラブを取り
付けた義手を特注で制作したのだそう。
スコア係りは奥さんが担当し、仲睦まじい
様子を見せてくれました。特別賞「みんな
に感動を与えてくれたで賞」を受賞！

参加者の声

30回

気になるファッション交 流 会
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回数 西暦 参加人数 参加国数 一般男子 市町村 一般女子 市町村 シニア男子 市町村 シニア女子 市町村 外国人男子 国籍 外国人女子 国籍

第1回 1988 195 7 木村　徳男 幕別町 宮島　巴枝 幕別町 スコット・
バーネス アメリカ ダクシカ・

シマナシリ スリランカ

第2回 1988 221 8 矢野　武男 幕別町 丸尾クニ子 帯広市 ジム・
フレッチャー アイルラント

第3回 1989 191 8 辻本　　富 音更町 飛田野八重子 音更町 ギー・
フォレスト カナダ

第4回 1990 217 11 国枝　勝一 幕別町 石田とし子 足寄町 マイケル・
バソット アメリカ

第5回 1991 260 17 板垣　孝市 新得町 西山　桃子 幕別町 アコルダ フィリピン

第6回 雨　　　　　天　　　　　中　　　　　止

第7回 1993 331 21 川岸　信行 幕別町 松山千代子 幕別町 アコルダ フィリピン

第8回 1994 213 13 玉川　信夫 新得町 飯沼はる子 音更町 ランス・
ディーニング アメリカ

第9回 1995 241 17 横道　和夫 帯広市 纐纈　末子 幕別町 ドミンゴ パラグアイ

第10回 1996 300 28 山本　賢治 豊頃町 佐々木美江子 幕別町 ルーク・ミーン・
キュー ベトナム ライ・ティ・ビッ

チ・ディン ベトナム

第11回 1997 284 27 小林　秀光 本別町 纐纈　末子 幕別町 ハルハット 中国 金　美和子 韓国

第12回 1998 264 106人 小原　孝美 芽室町 堀内　美江 帯広市 ロング・タング・
フォン ベトナム ライ・ティ・ビッ

チ・ディン ベトナム

第13回 1999 247 107人 萩　　史之 帯広市 清尾ミナ子 別海町 シン･ヨン･
クアン 韓国 ライ・ティ・ビッ

チ・ディン ベトナム

第14回 2000 259 154人 道見　直雄 更別村 上地智恵子 幕別町 ロング・タング・
フォン ベトナム 趙　淑潔 中国

第15回 2001 186 80人 中野　正文 帯広市 清尾ミナ子 別海町 許　為政 中国 趙　淑杰 中国

第16回 2002 225 97人 尾崎　　巌 音更町 山本　京子 豊頃町 籾井　　隆 帯広市 飯沼はる子 音更町 ヌウ　ボン カンボディア 趙　淑潔 中国

第17回 2003 239 75人 横道　和夫 帯広市 塚本千鶴子 幕別町 西川　辰男 幕別町 石田トシ子 足寄町 カルナゴダ スリランカ 趙　淑潔 中国

第18回 2004 203 64人 下川原健一 幕別町 馬蜂　幸子 釧路町 今村　博人 豊頃町 平澤　智子 帯広市 ジョシュ アメリカ グエン・ホア ベトナム

第19回 2005 205 34 萩　　史之 帯広市 増谷　玲子 幕別町 奴賀　春夫 幕別町 平澤　智子 帯広市 マァホンベン 中国 ロゥジン 中国

第20回 2006 237 29 小原　恵二 鹿追町 石森　涼子 帯広市 大西　正美 帯広市 土木　嬌子 幕別町 河　錫墩 韓国 權　泰順 韓国

第21回 2007 154 16 新井　重美 幕別町 増谷　玲子 幕別町 大西　正美 帯広市 土木　嬌子 幕別町 王　承順 中国 クムドゥ　 スリランカ

第22回 2008 175 20 小森　直樹 音更町 深田　秋子 帯広市 尾崎　　巌 音更町 久保　光恵 日高町 イ
チョン　キル 韓国 カン

ミ　ファ 韓国

第23回 2009 289 18 横道　和夫 帯広市 萩原久美子 帯広市 千秋　三男 帯広市 増谷　玲子 幕別町 馬　恒本 中国 小森富美子 ブラジル

第24回 2010 234 18 伊藤　勝夫 上士幌町 渡辺　初子 本別町 鈴木　静夫 帯広市 伊藤　勝子 幕別町 王　承順 中国 羅　金風 中国

第25回 2011 253 14 松岡　一吉 芽室町 齊藤　刢子 池田町 秋葉　昌弘 帯広市 佐藤　久子 音更町 王　承順 中国 楊　景鳳 中国

第26回 2012 254 14 山崎　政則 帯広市 萩原久美子 帯広市 広瀬　信行 浦幌町 吉田　京子 幕別町 王　承順 中国 楊　景鳳 中国

第27回 2013 331 22 森本　行雄 釧路市 馬蜂　幸子 釧路町 尾崎　　巌 音更町 佐藤　久子 音更町 南　炫烈 韓国 李　敬澔 韓国

第28回 2014 294 19 川岸　信行 帯広市 石森　涼子 帯広市 横道　和夫 帯広市 坂下　博子 帯広市 金　哲鉉 韓国 高　貴連 韓国

第29回 2015 272 19 萩　　史之 帯広市 小林　幸子 帯広市 福田　臣男 北見市 岩井　祐子 幕別町 王　承順 中国 趙　齊淑 韓国

第30回 2016 292 23 小原　恵二 鹿追町 松岡　智子 帯広市 舟渡　高美 芽室町 山本　チヨ 帯広市 李　炳敏 韓国 趙　齊淑 韓国

第31回 2017 261 11 山本　智彦 札幌市 大東　厚子 中標津町 佐藤　義晴 札幌市 小林スヱ子 音更町 キム
スンドン 韓国 チョ

ジェ　スク 韓国

第32回 2018 264 13 𠮷田　哲二 上士幌町 桧森阿津子 浦幌町 月井　　正 本別町 川崎みどり 帯広市 ササキ
ヒロカズ ブラジル ナカヤマ

トシエ ブラジル

第33回 2019 223 19 伊藤　勝夫 上士幌町 小林スヱ子 音更町 山﨑　逸郎 帯広市 坂下　博子 帯広市 ウ
ザンユエン 中華民国 ゼン

ユインチア 中華民国

パークゴルフ国際大会歴代優勝者
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回数 小学生男子 市町村 小学生女子 市町村 中学生男子 市町村 中学生女子 市町村 高校生男子 市町村 高校生女子 市町村 中学生・
高校生男子 市町村 中学生・

高校生女子 市町村

第16回 ミカチ 中国 西尾　紅美 幕別町 王　男 中国 － －

第17回 蝦名賢太郎 幕別町 西尾　紅美 幕別町 久保　真司 幕別町 － －

第18回 吉田　恭平 幕別町 西尾　紅美 幕別町 阿部　裕太 足寄町 － －

第19回 佐々木　航 幕別町 亀井　茉由 幕別町 蝦名賢太郎 幕別町 － － －

第20回 佐々木　航 幕別町 林　　奈々 幕別町 尾岸　隆史 幕別町 － － －

第21回 村田浩太郎 網走市 髙橋　涼風 新十津川町 － － 阿部　裕太 足寄町 仁和真菜見 幕別町

第22回 王　　北北 帯広市 篠原　唯花 清水町 － － 矢竹　祥悟 幕別町 町田　有里 幕別町

第23回 王　　北北 帯広市 亀田　菜月 幕別町 － － 中山　恭平 帯広市 －

第24回 中島　大雅 芽室町 亀田　菜月 幕別町 王　　北北 中国 篠原　唯花 清水町 斎藤　亮太 幕別町 －

第25回 小野龍太朗 札幌市 亀田　菜月 幕別町 王　　北北 中国 篠原　唯花 清水町 篠原　竜太 清水町 内藤真理恵 幕別町

第26回 小野龍太朗 札幌市 坂本里穂子 幕別町 王　　北北 中国 － 伊藤　雅通 幕別町 内藤真理恵 幕別町

第27回 山田　智也 幕別町 大西　慈雨 幕別町 － － 小野龍太朗 札幌市 豊吉　花蘭 幕別町

第28回 小野慎之亮 札幌市 大西　慈雨 幕別町 － － 小野龍太朗 札幌市 東納ありさ 幕別町

第29回 田中　瑛登 幕別町 － 加藤　大夢 函館市 東納ありさ 幕別町

第30回 友田　　善 幕別町 － 加藤　大夢 函館市 大西　慈雨 幕別町

第31回 構口　慎李 幕別町 構口　望愛 幕別町 加藤　大夢 函館市 大西　慈雨 幕別町

第32回 佐藤作久慈 幕別町 福島　希空 音更町 大西　隆斗 幕別町 大西　慈雨 幕別町

第33回 雨天のため開会式のみ参加 神島　淳矢 幕別町 木村妃香利 帯広市
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　「新型コロナウイルス感染症」は今や全国的に拡大し、大きな社会的問題です。
　福島県パークゴルフ協会連合会（以下県連合会）は、ＰＧが生涯スポーツとして組織的な活動を展開するにあたって、

「新型コロナウイルスの禍」の中での事業展開における基本的な対応と、その心構えについてまとめました。

コロナ禍におけるパークゴルフ大会のあり方　〜福島県連合会の取り組み〜

【緊急提案】
新型コロナウイルス感染拡大予防対策に配慮した、事業実施のためのガイドライン

日本協会理事　福島県ＰＧ連合会長　　渡邉　武男さん

１基本的事項
（１）対象範囲
　県連合会が主催する「各種大会」事業及び「加盟協会
の複数協会」が参加する事業」を対象とする。単位加盟
協会の対応はそれぞれの自治体の方針を基に、このガイ
ドラインに準ずるものとする。
（２）推進体制
　 １）県連合会が主催する「各種大会 ･ 事業」の総括責

任者は県連合会長とし、感染予防責任者を置き県連
合会の副会長があたる。関連する事務的な統括は県
連合会事務局長（事務局次長）が担い、その具体的
な推進は、県連合会指導普及部長（指導普及部次長）
があたる。

　 ２）加盟する協会にあっては県連合会のガイドライン
を参考に対応する。

２推進の具体的取り組みの方針
（１）実施方策の具体策
　県連合会は、｢各種大会｣ 及び ｢事業｣ においては ｢実
行委員会｣ を設置し、このガイドラインに従い ｢新型コ
ロナウイルス感染拡大予防対策の具体策｣ を ｢大会プロ
グラム｣ 等で参加者に配布する資料に明記し、開会式等
で理解されるよう説明を行う。
（２）具体的な取り組み
　 １）健康状況（体調）の把握
 熱が平熱より高い場合は参加を断る。
　 ２）参加者は、当日体温を自宅で測定し、自分の健康

（体調）を明確に県連合会に所定用紙により申告す
る。県連合会は、非接触型体温計を準備し会場にて
測定の上参加者の健康状態を把握する。

　 ３）　感染予防責任者は別紙「新型コロナウイルス感
染症拡大予防対策体調報告書（以下体調報告書とい
う）を徴収し総括責任者に報告する。必要に応じ利
用した「施設の管理者」に報告する。

　 ４）体調報告書は個人情報として扱い１ヶ月後に、焼
却処分する。

（３）パークゴルフに特化した留意点
　 １）受付担当者が複数の場合は ｢アクリル版｣ で仕切

りそれぞれ ｢フェイスシールド｣ か ｢マスク｣ 着用
でｌｍ以上の間隔をとり行う。参加者の代表者が受
付を行う。アテストは、マーカーが ｢プレーヤーの
署名｣ を得たものを代表して､ 受付に準じて行う。

　 ２）組み合わせは ｢三密予防｣ のため原則３名でプレ
ーする。

　 ３）開会式、閉会式はソーシャルディスタンス（社会
的距離）を取り、特に表彰式では入賞者とのハイタ
ッチ、握手等は行わない。

　 ４）プレー中は原則 ｢マスク｣ を使用するが、気温の
変動による着脱を工夫。

　 ５）特にロングコースでの ｢混雑｣ による ｢三密防止｣
の監視体制として、実行委員会は ｢混雑｣ が予想で
きるコースに ｢大会役員｣ を必ず配置する。

　 ６）　パークゴルフ場と予め打ち合わせを行い、参加
者は原則事務所への立ち入りを禁止する旨明確に
し、徹底する。

　 7）　実行委員会は「トイレ」の「ドアノブ」の側に「消
毒液とティッシュ」を常備し、「手先の消毒の徹底」
を行う。「感染予防責任者」は「消毒液とティッシュ」
の使用状況を常に把握し補充も行う。

　 ８）　昼食時は「食事中の会話」に充分に留意し「飛
沫の拡散」に留意する。

　 ９）　会場への、乗用車利用の際の相乗りでは「車内
でのマスクの着用」を徹底する。

　 10）事業終了後の健康に異常がでた場合はその連絡と
追跡調査を行い、必要に応じ関係先に連絡する旨を
開会式と閉会式に念をおす。

（４）その他
　 １）異常が生じた場合は、県連合会の感染予防責任者

は総括責任者に報告する総括責任者は､ 保健所に連
絡を行う。

　 ２）　各組のプレーヤーの写真は事務局次長が担当し
撮影しておく。

【まとめ】
　先日、福島市に於いて（特非）福島県レクリエーション協会の会議があり、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡
大予防対策のガイドラインを各種目団体は樹立し、この難局を乗り越える努力を組織として積み重ねることが提案さ
れた。私は当然これらに対しては自主的にも取り組む必要性を痛感し素案を作成した。折からの感染状況から県連合
会として組織協議をすることは重要だが､ 現下の状況では各協会長と協議する機会をつくることは、極めて難しいこ
とから県連合会正副会が協議して重要性を確認し作成しました。
　ワクチンが接種され「新型コロナウイルス」の終息が宣言されるかその期限の保証はない。しかし、健康維持のため、
我々のパークゴルフの推進が消極的になってはならない。そこで、組織としてガイドラインを設け感染拡大予防に配
慮することは否定出来ないし正しいのと理解したいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021.4）
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パークゴルフで歩く時間を増やし歩く歩数を増やしましょう
通常の歩きは「1000歩の目安は10分」。パークゴルフの場合、18ホールのプレー、
コースを回るとおよそ2500歩、歩いているという研究結果があります。

Ｐ
パークゴ

ルフ

Ｇコンシェ
ルジュを

めざして

あなたは、
一日何歩

あるいてま
すか？

NIPPON PARKGOLF ASSOCIATION

公益社団法人日本パークゴルフ協会
〒 089-0616　北海道中川郡幕別町宝町 53-1
TEL:0155-54-2260　FAX:0155-54-2204
E-mail:parkgolf ＠ ipga.jp　　URL　https://www.parkgolf.or.jp/
Address:Makubetsu-Town Takaramachi 53-1 Hokkaido JAPAN

お問い合わせ

健康増進のため、生活習慣

病の予防のための運動として、

『パークゴルフを楽しむ』こと

を継続していきましょう。
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