
    日本ゴルフ学会第 30回記念大会  大会要項 

１．主  催：日本ゴルフ学会 

２．主  管：日本ゴルフ学会中国支部 

後  援：中国新聞社 民放テレビ各社 （申請中） 

応援協力：日本ゴルフ学会 東北支部 東海支部 

 

４．会  期：平成 29年 8月 27日(日）28日(月）29日(火）30日(水） 

 

５．大会会場: グランドプリンスホテル広島 ( ８月２７日・２８日 ) 

〒734-8543広島県広島市南区元宇品町 23-1 

TEL:082-256-1111 FAX:082-256-1134 

６．競技会場：フィールドフォーラム：( スルー競技:個人・団体戦:支部対抗 ） 

芸南カントリークラブ ( ８月２９日 ） 

〒739-0412 広島県廿日市市玖島 235 TEL:0829-74-1131 

：技術指導研修会 ( ８月３０日） 

広島ゴルフ倶楽部鈴が峰コース 

〒731-5122 広島市佐伯区五日市町大字皆賀 413  TEL:082-922-1234 

学会テーマ「ゴルフの創始・現在・未来」 

７．日 程 

8月 27日（日）:11:30 ～ 12:30 理事会 

：12:00 ～ 13:00 受付 

：13:00 ～ 13:10 開会式 

：13:10 ～ 16:30 研究発表 

：18:00 ～ 20:30 情報交換会( 表彰、歓迎「神楽の舞」・懇談） 

  8月 28日（月）：9:30 ～ 10:00 受付 

 :10:00 ～ 11:30 研究発表 

 :11:40 ～ 12:50 代議員会 

 :11:40 ～ 12:50 ランチョンセミナー 

 :12:55 ～ 13:05 学会表彰 

 :13:10 ～ 14:10 特別講演 

 :14:15 ～ 15:15 記念講演 

 :15:20 ～ 16:00 シンポジウム 

 :16:10 ～ 17:00 研究発表 



 8月29日（火）：フィールドフォーラム：8時スタート 受付７時 

 8月30日（水）：技術指導研修会：9時スタート    受付８時 

※時間や内容について変更があるかもしれませんがご了承ください。 

 

8.発表 

 ①口頭発表( 発表抄録は大会号に掲載 ) 発表時間15分 質疑応答時間5分 

 ②紙上発表(発表抄録は大会号に発表抄録の掲載のみ  ) 

 ③発表資格 学会員に限る。 

 発表抄録原稿 

 

Ａ４判２ページ(マージン：上３０mm、下２０ mm、左右２５ mm、４０字×４０行) 

体裁は表題、氏名(所属)、要旨、キーワード、本文、文献の順とする。図・表及び

写真は本文含める。提出された原稿はそのままオフセット印刷します。 

 

 （作成例） 

    ゴルフの創始・現在・未来 

オリンピックとゴルフ 

(タイトル 18ポイント、ゴシック体、2行分) 

－１１２年ぶりに正式種目となったゴルフと今後の課題― 

(副題 12ポイント、ゴシック体、前後に―を付ける) 

広島一朗(○○大学) 、中国太郎(研究所) 、岡山次郎(○○大学) 、 

(氏名 12ポイント、明朝体、4,5行目を使用、所属機関を()内に記入する) 

要旨:本研究は・・・(150字程度) 

キーワード:オリンピック、ゴルフ、(2～3語程度 10ポイント、明朝体) 

本文: (文献１１ポイント、明朝体) 

文献: (文献１１ポイント、明朝体) 

 

９．演題・抄録提出方法 〉 

〇 発表抄録提出方法 原稿は、ＰＤＦファイルとして添付して、第 30回記念大会事務

局宛に電子メール（ E-mall:30kinengolf@npo-polano.or.jp ）で送信してください。 

〇 発表抄録申込締切日 平成29年６月１５日（木曜日） 

〇 発表方法 パワーポイントでの発表：ＵＳＢメモリでお持ちください。 

※その他の方法（スライド・ＯＨＰ等）の機器を希望する場合は、発表申込時に大会事務局宛

にご相談ください。 



１０．〈 プログラム内容 〉 

◎ 特別講演 「   タイトル （調整中）    」 

                    日本プロゴルフ協会 会長 倉本 昌弘 氏  

◎ 記念講演 「アマチュア・ゴルフ」 

                狭山ゴルフ・クラブ（埼玉県） 理事長 中島 啓夫 氏 

◎ シンポジウム 

「  タイトル（調整中）      」 

元広島カープ 現野球解説者   大野 豊 氏 

◎ ランチョンセミナー  

「イップスの原因と対策」 学術博士  大東 将啓 氏 

   日本プロゴルフ協会Ａ級ティーチングプロ。通訳、翻訳家、 

１１．参加費：【学会大会】 

    8月27日，8月28日 

正会員     ：    １０，０００円 （ 情報交換会，28日の昼食代を含む ）  

非会員・一般 ：    １１，０００円 （ 支部会員は非学会員の区分です ） 

学生        ：    ６，０００円 （ 大会号を受付にてお受け取りください ）  

ランチョンセミナー ： ２，２００円 （ 昼食弁当、特別・記念講演の聴講は可能）  

※紙上発表のみは ： ３，０００円 （ 大会当日、会場参加できない場合 ）  

 

【フィールドフォーラム】（ 8月29日 ）参加費 ３,000円  

プレー費 （昼食付）12,400円（ ほかゴルフ振興基金 ） ※キャディ付 

※団体競技(支部対抗)の出場資格は、正会員で支部予選会の上位3名です。 

支部名及び出場者の氏名を受付（ 8月27日 ）に提出してください。 

【技術指導研修会】（ 8月 30日 ）参加費 1,000円  

プレー費 （ 昼食付 ） 8,990円（ほかゴルフ振興基金） ※セルフプレー  

※プレー費などは現地払です。領収書は各会場で受付にてお渡しいたします。  

※なお、フィールドフォーラム及び技術指導研修会の会場へはホテルから貸し切りバス

で約 1時間超のところにあります。 

 

《 ゴルフバッグの送付について 》 

「芸南カントリークラブ」 

住所: 〒739-0412 広島県廿日市市玖島 235 電話:0829-74-1131 

日本ゴルフ学会  氏名 

         ラウンド日: 8月 29日(火曜日)  

ゴルフバッグは 8月 28日までフィールドフォーラムの会場である芸南カントリーク

ラブ宛に氏名記入のうえ往復宅配(ヤマト)で送付ください。 



１２．大会参加登録方法 

①  オンラインによる申し込みの場合は日本ゴルフ学会HP〈http://golf-gkkai.jp/〉

から「学会登録システム」にお進み頂き、手順に添って手続きをしてくださ

い。 

② 《オンライン以外の申し込みの場合》は所定の申込書に記載し、下記の旅行代

理店へメールかFAXでお申込みください。 

 

  〚申し込み開始日 平成２９年 4月 1 日〛（ 土曜日 ） 
 

〚申し込み締切日 平成２９年 5月 15 日〛（ 月曜日 ） 
後日、申込確認をご希望の連絡方法（ メールもしくはＦＡＸ ）にてお送りしますので、

内容をご確認の上、7日以内に下記の口座までお振込みください。 

 

１３．宿泊について 

第 30回記念大会に関する宿泊の手配（ 8月 27日～29日(３日間））は、旅行代

理店株式会社アール・ティー・エスに担当して頂きます。大会会場のホテル宿泊

を希望される場合先着順となります。広島市内にも幾つかのホテルがございます

が、最近、海外からの旅行者の増加や夏休みの旅行者などにより、宿泊予約が難

しい傾向にありますので、なるべく早めにお申込みいただきますようお願いし

ます。 

お支払い方法 

学会大会参加費（ 正会員の場合 ）10,000 円及び宿泊料の納入は、一括して下記

の銀行口座にお振り込みください。 

○学会大会参加費：学会員10,000円 

○宿泊料 お1一人様当たり 

 

宿泊の条件 洋  室 宿 泊 料 

 

１泊朝食付 

 

シングル部屋 １５，０００円 

ツイン部屋 １０，０００円 

( ホテル宿泊予約 ) 

旅行代理店(株式会社アール・ティー・エス) 

連絡先：広島市中区大手町１丁目１番２０号 相生橋ビル 7階 

TEL:082-236-8616.FAX082-236-8618. E-mail: rts @ rts-jpn.com 

振込先口座名: 株式会社 アール・ティー・エス 

銀行名   広島銀行 本店営業部(店番 001) ：  口座番号：普通 4013469 

TEL:082-236-8616.FAX082-236-8618


参加費・宿泊料の納付先と発表抄録申込場所が異なっています。ご注意ください。 

１４．交通アクセス （会場ホテルまで） 

 

会場：グランドプリンスホテル広島 

最寄駅はJRの場合は「広島駅（ 山陽新幹線、在来線広島駅 ）」  

広島駅からホテル間の送迎シャトルバス（ JR.バス ) 

広島駅新幹線口・北口(発) グランドプリンスホテル広島(着) 

10時 30分 11時 00分 

11時 50分 12時 20分 

13時 10分 13時 40分 

（ http://www.princehotels.co.jp/hiroshima/ ） 

シャトルバスは1時間に1便です。そのため人数に限りがあります。ご注意ください。  

 [ 公共交通機関ご利用の場合の例：（ 下記行程いずれも1時間程度です ）]  

電車で    〇広島電鉄―広島駅①八丁堀―広島港―( 送迎バス )プリンスホテル広島 

       〇広島駅⑤比治山線―広島港―( 送迎バス )プリンスホテル広島 

路線バスで 〇広島バス―広島駅南口バス乗り場 ② ( 緑色表示 )―プリンスホテル広

島行―八丁堀―紙屋町―広島港―プリンスホテル広島停留所 

広島駅線飛行機利用：広島空港－（ バス利用 ）－JR広島駅－（ 約45分 ） 

新幹線利用：JR広島駅－（ タクシーで20分.約3,000円 ） 

駐車場( 1泊\500円 ) 

〈お問い合わせ〉 

日本ゴルフ学会第３０回記念大会実行委員会事務局  
認定 NPO法人「ポラーノ」 

 〒730-0826広島市中区南吉島 1丁目 2番 37号 

TEL：０８２－２４７－５０５３    FAX：０８２－２４７－５０５７ 

E-mail:30kinengolf@npo-polano.or.jp 



 

 


