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平成１７年度 事業報告書 
 
１． ゴルフ教師の資質向上及び資格の認証並びにプロフェショナルゴルファーの資格の認証 
    ゴルフ教師の資質向上及び資格の認証並びにプロフェショナルゴルファーの資格の認証につい

ては、本年度は以下のような事業を実施した。 
     ① スポーツ指導者の知識・技能審査事業 
        ティーチングプロ講習会（専門科目）をＡ級、Ｂ級、Ｃ級の３階級にて年間を通じて

実施した。その結果、Ｃ級講習会修了者１５４名について資格を認証し、そのうちトー

ナメントプレーヤー資格を既に取得している１名を除く１５３名は、平成１８年１月１

日付にて入会となる。Ａ級講習会修了者２１名、Ｂ級講習会修了者８４名の各々につい

ても平成１８年１月１日付にて各階級へ昇級することとなる。 
        また、共通科目講習会は、財団法人日本体育協会と共同で実施した。 

 ② 資格認定プロテスト 
    本年度もトーナメントプレーヤー資格認証のためプレ予選５会場、１次予選５会場、

２次予選４会場、最終プロテスト１会場の４段階で実施した。その結果、５２名が合格

し、そのうちティーチングプロ資格を既に取得している２名を除く５０名が入会した。 
③ 入会セミナー 
   ティーチングプロＣ級講習会修了者、プロテスト合格者及び社団法人日本ゴルフツアー

機構にて管轄するＪＧＴツアー賞金ランキングシード権取得者で入会を希望する者（１名）

に対して入会セミナーを開催した。 
④ 研修会 
   ティーチングプロ会員を対象に技術研鑽と資質向上を目的に、年間を通じて全国１１

会場にて研修会を実施した。 
また、トーナメントプレーヤー会員を対象に全国１４地区にて研修会を実施した。（ト

ーナメントプレーヤーズ競技会の地区予選を兼ねて開催） 
⑤ ＰＧＡマネジメントプログラム 
   プロフェッショナルゴルファーの資質向上を目指すセミナーとして以下を実施した。 
    ・｢成功者のレッスンカリキュラム｣ 
      日時：平成１７年２月２４日（木） 
      場所：東京ビッグサイト 
    ・｢ルール｣｢ウエルネスケア｣｢接客｣ 
      全国１１会場にて開催した。（ティーチングプロ研修会と同時開催） 
    ・｢指導者のための身だしなみ｣｢礼儀と作法について｣ 
      日時：平成１７年１１月２８日（月） 
      場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 
 

２． ゴルフの技術、ルール及びマナーの指導及び普及、奨励 
    ゴルフの技術、ルール及びマナーの指導及び普及、奨励については、本年度は以下のような事

業を実施した。 
     ① ジュニア育成事業 

・ＪＧＡジュニアゴルフスクール 
財団法人日本ゴルフ協会と共同で、年間を通じて全国８６会場のゴルフ場でジュニ

アに対してのラウンドレッスンを実施した。 
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        ・特定非営利活動法人日本ジュニアゴルファー育成協議会への協力を実施した。 
        ・主催するゴルフ試合（ツアー競技、シニア競技）においてジュニアを対象とした事業

｢キッズファミリー｣を実施した。 
②  親と子＆シニアゴルフレッスン会 
   春休み期間中に全国２０会場にて実施した。 
③  ＰＧＡゴルフスクール 
   同一教材による統一したゴルフ指導を普及するため認定事業を実施した。 
④  ＰＧＡフィランスロピー地区事業 
   ゴルフの普及と社会貢献に努めることを目的とした地域に密着したイベントを全国１

４地区・１９会場で実施する。 
⑤  広報事業 

・ゴルフの普及のためにインターネットホームページ（http://www.pga.or.jp）にて主催
競技の結果並びにゴルフの各種情報を提供した。 

・シニア競技をはじめゴルフを広くアピールするため報道関係者との懇親会を実施した。 
⑥  ゴルフ人口増加並びに会員の雇用促進事業 
   ゴルフ場でのプレー人口増加を図り、会員のビジネス機会の増加促進、ゴルフ用品の

売上増加等ゴルフ界全体の活性化を図ることを主旨として、ファーストスイング事業を

実施した。 
    
３． ゴルフのルール及びマナーに関する研究調査 
    ゴルフのルール及びマナーに関する研究調査については、本年度は以下のような事業を実施し

た。 
     ① 専門競技委員及び登録競技委員の養成のため以下を実施した。 
        ・専門競技委員及び登録競技委員に対し、ゴルフのルール及びマナーの教育、ゴルフ

試合等においてルールの裁定の実習を競技会場にて実施した。 
        ・社団法人日本ゴルフツアー機構が主催する｢合同ルール研究会｣に参加した。 
        ・社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会が実施した「コース管理セミナー」に参

加した。 
 
４． ゴルフ試合の主催 
    ゴルフ試合の主催については、本年度は以下のような事業を実施した。 

 ① ツアー競技 
・第７３回日本プロゴルフ選手権大会 

日 時：平成 17年 5月 12日(木)～15日(日) 
  場 所：玉名カントリークラブ（熊本県） 
  優勝者：Ｓ・Ｋ・ホ 
  備 考：併せて、予選会を全国７会場にて実施 

② チャレンジ競技 
   ・ＰＧＡ・ＪＧＴＯチャレンジⅠ 
     日 時：平成 17年 6月 2日(木)～3日(金) 
     場 所：たけべの森ゴルフ倶楽部（岡山県） 
     優勝者：比嘉勉 
   ・ＰＧＡ・ＪＧＴＯチャレンジⅡ 
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    日 時：平成 17年 6月 23日(木)～24日(金) 
     場 所：千成ゴルフクラブ（栃木県） 
     優勝者：崔正圭 

     ③ シニア競技及びグランドゴールド競技 
        ・第 44回日本プロゴルフシニア選手権大会コマツカップ 

     日 時：平成 17年 9月 29日(木)～10月 2日(日) 
     場 所：恵庭カントリー倶楽部（北海道） 
     優勝者：室田淳 
   ・オーベルストシニアオープンゴルフ・シリーズⅠ 
     日 時：平成 17年 5月 18日(水)～20日(金) 
     場 所：烏山城カントリークラブ（栃木県） 
     優勝者：三好隆 
   ・アデランスウェルネスオープン 
     日 時：平成 17年 6月 10日(金)～12日(日) 
     場 所：中条ゴルフ倶楽部（新潟県） 
     優勝者：友利勝良 
   ・ファンケルクラシック 
     日 時：平成 17年 8月 19日(金)～21日(日) 
     場 所：裾野カンツリー倶楽部（静岡県） 
     優勝者：三好隆 
   ・アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフトーナメント 
     日 時：平成 17年 8月 26日(金)～28日(日) 
     場 所：丘の公園清里ゴルフコース（山梨県） 
     優勝者：三好隆 
   ・ＰＧＡフィランスロピーリボーネストシニアオープン 
     日 時：平成 17年 8月 31日(水)～9月 3日(土) 
     場 所：ビックライザックカントリー倶楽部（宮城県） 
     優勝者：高橋勝成 
   ・鬼ノ城シニアオープン 
     日 時：平成 17年 11月 25日(金)～27日(日) 
     場 所：鬼ノ城ゴルフ倶楽部（岡山県） 
     優勝者：飯合肇 
   ・日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権大会 
     日 時：平成 17年 9月 15日(木)～16日(金) 
     場 所：ＫＯＭＡカントリークラブ（奈良県） 
     優勝者：昼川三津男（ゴールド） 古市忠夫（グランド） 
   ・関東プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権大会 
     日 時：平成 17年 7月 6日(水)～7日(木) 
     場 所：サンヒルズカントリークラブ（栃木県） 
     優勝者：小川貞雄（ゴールド） 実形操（グランド） 
   ・関西プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権大会 
     日 時：平成 17年 6月 16日(木)～17日(金) 
     場 所：ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（福岡県） 
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     優勝者：戸川一郎（ゴールド） 南部誠（グランド）    
     ④ その他競技 
        ・オートバックス第７回｢障害者ゴルフ大会｣東京フィランスロピーオープン 
          日 時：平成 17年 10月 4日(火) 

場 所：若洲ゴルフリンクス（東京都） 
        ・アミノバリューカップＰＧＡトーナメントプレーヤーズ競技会（レギュラーの部） 
          日 時：平成 17年 8月 10日(水)～11日(木) 

場 所：六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県） 
優勝者：中村龍明 

        ・アミノバリューカップＰＧＡトーナメントプレーヤーズ競技会（シニアの部） 
          日 時：平成 17年 7月 27日(水)～28日(木) 

場 所：太平洋クラブ＆アソシエイツ美野里コース（茨城県） 
優勝者：三好隆 

        ・第７回日本プロゴルフ新人選手権大会 
          日 時：平成 17年 10月 26日(水)～27日(木) 

場 所：烏山城カントリークラブ（栃木県） 
優勝者：佐藤達也 

        ・HITACHI 3TOURS CHAMPIONSHIP 2005 IMPACT 
                   日 時：平成 17年 12月 9日(金)～10日(土) 

場 所：千葉カントリークラブ梅里コース（千葉県） 
優 勝：ＪＧＴＯチーム 
備 考：社団法人日本ゴルフツアー機構、社団法人日本女子プロゴルフ協会との共

同主催 
        ・第７回ＰＧＡティーチングプロ選手権大会（レギュラーの部） 
          日 時：平成 17年 11月 1日(火)～2日(水) 

場 所：宇部７２カントリークラブ江畑池コース（山口県） 
優勝者：今野忠廣 

        ・第１回ＰＧＡティーチングプロ選手権大会（シニアの部） 
          日 時：平成 17年 11月 29日(火)～30日(水) 

場 所：江戸崎カントリー倶楽部東コース（茨城県） 
優勝者：青木民也 

 
５． 本協会事業に協賛する諸団体等が主催する試合、又は講習会の指導、援助 
    本協会事業に協賛する諸団体等が主催する試合、又は講習会の指導、援助については、本年度

は以下のような事業を実施した。 
     ①  ２００５アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメントに共催として参画した。（共

催：沖縄県、社団法人日本ゴルフツアー機構、アジアンツアー） 
     ② 以下試合への後援若しくは協力及び、競技委員の派遣を実施した。 
        ・７ｔｈ北陸オープンゴルフトーナメント２００５（後援） 
        ・２００５兵庫県オープンゴルフトーナメント（後援） 
        ・第２２回岐阜オープンクラシック２００５（協力） 

②  以下シニア競技への後援若しくは特別協力を実施した。 
   ・アサヒ緑健カップ第７回ＴＶＱシニアオープンゴルフ（後援） 
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   ・ヨネックスシニアオープン沖縄ＩＮブセナ（後援） 
   ・ＨＴＢシニアクラシックオープン（特別協力） 
   ・第１０回フィフティーズキッズオープン（特別協力） 
   ・第１１回フィフティーズキッズオープンｉｎ京滋（特別協力） 
③ 社団法人日本ゴルフ用品協会の主催するゴルフフェアへの後援を実施した。 
 

６． 刊行物の企画及び出版 
    刊行物の企画及び出版については、本年度は以下のような事業を実施した。 
     ① 刊行物 
        ＰＧＡリポート（年４回）、ＰＧＡシニアツアーガイドブックの刊行 

② 指導教材（出版物） 
        基本ゴルフ教本、ジュニア教本及びゴルフ体操の本を出版 
     ③ 指導教材（ビデオテープ） 
        ＰＧＡゴルフスクール用ビデオテープ、ルール＆マナーに関するビデオテープの販売 
 
７． その他目的を達成するため必要な事業 
    その他目的を達成するため必要な事業については、本年度は以下のような事業を実施した。 
     ① ｢ＴｈｅＰＧＡクラブ｣事業 
        ゴルフの普及及びゴルフファン拡大を目的に｢ＴｈｅＰＧＡクラブ｣事業を実施した。 

② 商標関連事業 
   ・登録商標を活用した｢ＰＧＡブランド｣事業を実施した。 
   ・ジャパンＰＧＡゴルフクラブ（千葉県）に対し｢ジャパンＰＧＡ｣の名称を継続して

貸与した。 
   ・ゴルフ用具等について、協会の推薦品であることの認定を実施した。 
③ 国際交流事業 
   諸外国との継続的な友好・協力体制の確立を目的に各国ＰＧＡ等との交流を以下の渡

航により実施した。 
    ・プレイヤーズ選手権（3月 22日～29日・米国） 
    ・ザ・マスターズ（4月 5日～12日・米国） 
    ・スカイヒルオープン（韓国ツアー開幕戦・4月 16日～18日・韓国） 
    ・全米プロシニア選手権（5月 23日～31日・米国） 
    ・全英オープン及び全英シニアオープン（7月 13日～26日・英国） 
    ・全米プロゴルフ選手権（8月 7日～16日・米国） 
④ 新規事業調査研究 
   研修センターの設立に向けての研究調査を実施した。 
 


