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     日本ゴルフ学会第 31 回熊本地震復興祈念大会  実施要項 
 
１．主 催：日本ゴルフ学会 
 
２．主 管：日本ゴルフ学会九州支部 
  後 援：熊本県教育委員会、阿蘇市教育委員会、熊本県ゴルフ協会、熊本日日新聞社 
      熊本県民テレビ、熊本放送、テレビ熊本、熊本朝日放送 
 
３．会 期：平成30年 11月 23日(金･祝)、24日(土)、25日(日) 
 
４．大会会場: 阿蘇リゾートグランヴィリオホテル 
       〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水米塚温泉 
       TEL：0967-35-2111／FAX：0967-35-1124 
       HP: http://www.aso-hotelresort.com 
 
５．競技会場：阿蘇リゾートグランヴィリオゴルフ場 東コース 
       〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水米塚温泉 
       TEL：0967-35-2111／FAX：0967-35-1124 
       HP: http://www.aso-hotelresort.com 
 
６．学会テーマ：「ゴルフの将来̶明日への課題̶」 
 
７．講 師：鈴木規夫 氏（プロゴルファー） 
      島村俊治 氏（元NHKアナウンサー・スポーツジャーナリスト） 
      増田哲仁 氏（プロゴルファー） 
      犬童アヤ子 氏（城南カントリークラブ キャプテン） 
      平尾南生子 氏（プロゴルファー） 
 
8．シンポジスト：福永哲夫 氏（日本ゴルフ学会会長、生体力学者） 
         溝田武人 氏（流体力学者） 
         竹下俊一 氏（鹿屋体育大学教授） 
         八木一正 氏（岩手大学名誉教授） 
         植杉千枝子 氏（植杉乾蔵氏夫人、元看護師） 
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9．日 程：11月 23日（金･祝）: 研究会 
      11:30 ～ 12:30 理事会 
      12:00 ～ 13:00 受付 
      13:00 ～ 13:10 開会式 
      13:20 ～ 13:40 研究発表 
      13:45 ～ 14:05 研究発表 
         休  憩 
      14:20 ～ 15:20 教育講演Ⅰ 増田哲仁 氏（プロゴルファー） 
      15:30 ～ 17:00 シンポジウムⅠ「ゴルフの健康長寿への貢献」 
               ①竹下俊一 氏（鹿屋体育大学教授） 
               ②八木一正 氏（岩手大学名誉教授） 
               ③植杉千枝子 氏（植杉乾蔵氏夫人、元看護師） 
      18:00 ～ 20:30 情報交換会（表彰、歓迎出し物「阿蘇市」、懇談） 
 
        11 月 24日（土）: 研究会 
       9:30 ～ 10:00 受付 
      10:05 ～ 10:45 研究発表 
      11:00 ～ 12:00 記念講演 島村俊治 氏 
              （元NHKアナウンサー・スポーツジャーナリスト） 
      12:10 ～ 12:50 代議員会 
      12:50 ～ 13:00 学会表彰 
      13:05 ～ 13:25 研究発表 
      13:35 ～ 14:35 特別講演Ⅱ 鈴木規夫 氏（プロゴルファー） 
         休  憩 
      14:45 ～ 16:15 シンポジウムⅡ「ゴルフを科学する」 
               ①溝田武人 氏（物体流体力学） 
               ②福永哲夫 氏（生体力学） 
      16:25 ～ 16:55 特別講演Ⅲ 犬童アヤ子 氏 
                                         （城南カントリークラブ キャプテン） 
                      平尾南生子 氏（プロゴルファー） 
      17:00 ～ 17:20 研究発表 
 
       11 月 25日（日）:フィールドフォーラム  ７時受付 ８時スタート  
       ※熊本地震復興チャリティホールを設定し、寄付を募る。 
   ※時間や内容について変更があるかもしれません。予めご了承ください。 
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10．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。 
 
    A４判２ページ（余白：上30mm、下20mm、左右25mm、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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 抄録提出方法： 
    提出方法：PDFファイルへ変換後、第31回大会事務局宛メールに添付して送 
         信してください。（E-mail：kyusyugolfgakkai@gmail.com） 
    提出締切：平成 30 年 10 月 12 日（金） 
    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。 
 
 
 
 
 

ゴルフの将来 

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） 

―明日への課題― 

（副題 12ポイント、ゴシック体、前後に―を付ける） 

熊本一朗（〇〇大学）、九州太郎（研究所）、阿蘇次郎（〇〇大学）、	

（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）	
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12．参加費：平成30年 11月 23日(金･祝)、24日(土) 
           正会員：4,000円、 非会員：4,000円、 学生：3,000円 
      特別講演、シンポジウムのみ参加者：1,000円 
      紙上発表のみ：4,000円 
      懇親会費：7,500円 
      宿泊料（1泊朝食付き）：ツインルーム（１室２名利用）7,650円 
                      ツインルーム（１室１名利用）11,650円 
 
           平成 30年 11月 25日(日) 
      参加費：5,000円 
      プレー費：9,324円（セルフプレー、昼食別） 
      ※熊本の女子プロ５名、４ないし５ホール同伴プレー（平尾プロ他４名） 
 
13．申込方法ならびに支払い方法： 
       所定の申込書を記入の上、大会事務局へお申込ください。 
       申込方法：FAXまたはE-mail 
       支払方法：以下の口座へお振込みください。 
           ■ 郵便局からお振込みの場合 
                       記号：17130 番号：30371471 ﾆﾎﾝｺﾞﾙﾌｶﾞｯｶｲｷｭｳｼｭｳｼﾌﾞ 
                日本ゴルフ学会九州支部 代表者 中川保敬 
           ■ 銀行からお振込みの場合 
                       ゆうちょ銀行 店名：七一八 店番：718 
                        普通 3037147 ﾆﾎﾝｺﾞﾙﾌｶﾞｯｶｲｷｭｳｼｭｳｼﾌﾞ 
                        日本ゴルフ学会九州支部 代表者 中川保敬 
 
       事 務 局：日本ゴルフ学会第31回熊本地震復興祈念大会実行委員会 
       NPO法人ひとづくりくまもとネット 担当：岩根俊哉 
       〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓２９３４-１０ 四季の里旭志 
       TEL：0968-37-3939 ／ FAX：0968-37-3940  
              E-mail: kyusyugolfgakkai@gmail.com 
       締  切：平成 30 年 10 月 5 日（金） 
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14．会場アクセス：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    マイクロバス運行（20名乗り 先着順・要予約） 
      【 肥後大津駅 ⇔ グランヴィリオホテル 】 
       11 月 23日（金） 11:00 肥後大津駅発 17:00 ホテル発 
       11 月 24日（土）  8:00 肥後大津駅発  
       11 月 25日（日） 16:00 ホテル発 
 
    道路状況所用時間(2016年 5月 9日現在) 
     ①国道 57号線および阿蘇大橋通行止め 
      ・熊本市内⇔ホテル 通行可能 約 1時間 30分  
      ・熊本空港⇔ホテル 通行可能 約 45分  
       （②国道57号～ミルクロード～二重峠経由) 
      ・南阿蘇村長陽支所⇔ホテル 通行可能 約 30分  
       （③西登山道路～県道２９９号線～国道３２５号線） 
      ・大宰府 IC⇔植木 ICもしくは熊本 IC 通行可能 通常時 1時間  
      ・植木 ICもしくは熊本 IC⇔ホテル    通行可能 約 1時間  
      ・大分 竹田⇔ホテル  通行可能 約 1時間  
      ・大分 日田 IC⇔ホテル 通行可能 約 1時間 30分  
      ・大分道湯布院 ICから速見 IC 通行止め、その他前線開通 
 
    公共交通機関(2016年 5月 9日現在) 
      【九州新幹線】 全区間で開通  
      【JR豊肥本線】 熊本駅⇔肥後大津駅 通常運転 
      ・熊本空港⇔肥後大津駅 熊本空港ライナー 通常運行（無料運行）  
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15．問い合わせ：日本ゴルフ学会第31回熊本地震復興祈念大会実行委員会事務局 
         NPO法人ひとづくりくまもとネット 担当：岩根俊哉 
        〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓２９３４-１０ 四季の里旭志 
        TEL：0968-37-3939 ／ FAX：0968-37-3940  
                E-mail: kyusyugolfgakkai@gmail.com 


