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令 和 3 年 度 支 部 活 動 報 告 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 東北支部 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東北支部では令和２年度同様、令和３年度も支部会員

が一堂に会する活動は自粛することとし、可能な範囲で

各県での活動をお願いいたしました。 

書面開催とした春の支部総会では、会員の皆様に「秋

頃には対面での支部大会開催を模索する」という方針を

連絡しておりました。しかし、当初開催を予定していた

ゴルフ場で「県外から来場するプレーヤーの一定期間受

付中止」という措置が取られことや支部会員のワクチン

接種が想定より遅れていたことなど、いくつかの事情を

鑑みた苦渋の決断でした。しかし、ほかの支部を見ると

感染対策など創意工夫を重ねた上で対面での活動を行っ

ているところが多くあるようですので、令和４年度はそ

れらを参考にしながら活動していきたいと思います。 

東北支部では近年、会員数の確保に苦戦しています

（現在８名）が、そうした中で学会員 OBの諸先輩方など

多くの方にサポートをいただいています。中には支部活

動へ寄付をしてくださる方もおり、こうした温かいサポ

ートにはいくら感謝してもしきれません。東北支部では

サポートをいただいている皆さんに支部からのお知らせ

やフィールドフォーラムおよび技術研修会の案内を郵送

しております（ただし、郵送料金はいただいています）。 

さらに先日、東北支部会員である坂本公紀様より東

京オリンピックの記念切手シートを支部事務局に寄付し

ていただきました。オリンピックで開催された各競技の

切り取られた「一瞬」がモチーフになった躍動感あふれ

るすばらしいものです（右図参照）。この場をお借りし

て改めて御礼申し上げます。坂本様、どうもありがとう

ございました！本来こうした記念切手は保存しておくも

のかもしれませんが、折角ですので令和 4年度から東北

支部の皆様へお知らせを郵送する際に使わせていただき

ます。東北支部の皆様、種目のリクエストはできません

のであしからず。どの種目の切手が貼られているかは届

くまでのお楽しみです。余談ですがゴルフ種目の切手は

ローリー・マキロイ選手をモデルにしたであろうと思わ

れるデザインとなっておりました。この切手のような綺

麗なフォームで打てるよう令和４年度も COVID-19に負

けず精進していきたいものです。 

令和３年度の支部活動は以下の通りです。 

 

〇東北支部春季総会（書面開催）令和３年４月～６月 

※フィールドフォーラムは中止 

〇第一回臨時支部三役会（オンライン）令和３年８月 

〇第二回支部三役会（オンライン）令和４年２月 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 関東支部 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【令和３年度事業報告】 

Ⅰ．諸会議の開催 

役員会の開催 

第 1回： 4月20日 

（高千穂大学＋Zoomのハイブリッド開催） 
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第 2回： 6月 1日 

（高千穂大学＋Zoomのハイブリッド開催） 

第 3回：12月 7日 

（高千穂大学＋Zoomのハイブリッド開催） 

第 4回： 1月12日 

（高千穂大学＋Zoomのハイブリッド開催） 

2021年度日本ゴルフ学会関東支部総会 

 2022年 3月28日 レイク相模カントリークラブ 

 

Ⅱ．諸活動の実施 

1）2021年度第 1回研修会：レイク相模カントリークラ

ブ（2021年 6月 7日） 

2）第 14回救命救急訓練講習会：中止 

3）第 31回合宿セミナー：那須野ヶ原カントリークラブ 

（2021年 8月18日～8月 20日） 

4）2022年度日本ゴルフ学会関東支部研究助成 

※今年度から助成金額を 1件あたり最大 10万円と

した（採択課題なし） 

5）第 19回ゴルフフォーラム：中止 

6）2021年度第 2回研修会：レイク相模カントリークラ

ブ（2022年 3月 28日）【予定】 

 

【令和 3年度総会】 

 ・令和４年３月２８日（予定） 

 

【関東支部・次期役員体制（2022 年度、2023 年度、

2024年度）】 

〇支部長：☆舛本直文 

〇副支部長：☆橋口剛夫、☆田沼信彦 

〇理事長：☆新井健之 

〇副理事長兼事務局長：☆北 徹朗 

〇副事務局長（理事）：☆浅井泰詞 

〇研究部（理事）：☆一川大輔（部長）、渡會公治、

今井一博、江原義智 

〇研修部（理事）：☆鈴木タケル（部長）、下川隆司

（兼任）、金子智昭、高丸 功 

〇広報部（理事）：☆下川隆司（部長）、難波秀行

（副部長）、服部由季夫、緒方貴浩 

〇顧 問：片山健二、坂見敏夫、吉原 紳 

〇監 事：川崎登志喜、小山慎一 

〇幹 事：樋口和洋、永井延宏                  

☆関東支部選出代議員 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 東海支部 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2021年度日本ゴルフ学会東海支部事業報告 

1．理事会 

第１回 

日時：2021年 04月、メール会議 

議題 

1）2021年度日本ゴルフ学会東海支部の総会及び各事

業の中止・延期について 

2）2021年度日本ゴルフ学会第 33回学会大会の再中

止・再延期について 

日本ゴルフ学会東海支部の各事業ならびに日本ゴ

ルフ学会第 33回学会大会について新型コロナウィル

ス感染防止のため再中止・再延期を決定した。 

 

2．支部総会 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

3. 研修会・ジュニア育成等 

1) 準会員講習会 

新型コロナウィルス感染防止のため中止 

 

2) ジュニアゴルフ教室 

 品野台カントリークラブから要請があり、新型コ

ロナウィルス感染防止対策を十分に行なった上で実

施した。 

日 時：2021年 08月 2-4日（月〜水）10時〜；延

参加者数 26名、2021年 12月 25日（日）10時〜；

参加者数 13名、2022年 3月 26日（土） 10時〜；

参加者数 9名 

場 所: 品野台カントリークラブ 

主 催: 品野台カントリークラブ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 近畿支部 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1．総会 

日 時 ： 令和 3年 12月 22日（水）付 

方 法 ： メールおよび郵送による審議  

出席者 ： 34名 

 なお，新型コロナウィルス感染予防／拡大防止対策の

ため，研修会は中止した． 

 

2．夏季研修会 →新型コロナウィルス感染予防・拡大

対策のため中止 



3．秋季研修会 →新型コロナウィルス感染予防・拡大

対策のため中止 

  

4．春季研修会 →未定 

  

理事会 

1．第 1回理事会 

日 時 ： 令和 3年 12月 11日(土)  

方 法 ： オンライン 

出席者 ： 15名（委任 5名） 

 

2．第 2回理事会 →新型コロナウィルス感染予防・拡

大対策のため中止 

 

3．第 3回理事会  

日 時 ： 令和 4年 3月（予定） 

方 法 ： 未定 

出席者 ：  

 

・会計報告は 4月 1日～翌年 3月 31日迄。会計監査を

令和 4年 5月に行う予定。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 九州支部 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1．総会 

 日 時 ： 令和 3年12月 22日（水）付 

 方 法 ： メールおよび郵送による審議  

 出席者 ： 34名 

 なお，新型コロナウィルス感染予防／拡大防止対策の

ため，研修会は中止した． 

2．夏季研修会 →新型コロナウィルス感染予防・拡大対

策のため中止 

 

3．秋季研修会 →新型コロナウィルス感染予防・拡大対

策のため中止 

  

4．春季研修会 →未定 

  

理事会 

1．第 1回理事会 

日 時 ： 令和 3年 12月 11日(土)  

方 法 ： オンライン 

出席者 ： 15名（委任 5名） 

 

2．第 2回理事会 →新型コロナウィルス感染予防・拡大

対策のため中止 

 

3．第 3回理事会  

日 時 ： 令和 4年 3月（予定） 

方 法 ： 未定 

出席者 ：  

 

・会計報告は 4月 1日～翌年 3月 31日迄。会計監査を

令和 4年 5月に行う予定。 

 

 

 

 


