
※価格は全て税込。その他のメニューは コチラ 【テーマを変えて毎月更新】  ゴルフ場詳細は、ゴルフ場名の部分をクリックしてください。 
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カレーで夏バテを撃退し、夏もゴルフを楽しもう！ 

 

きさいちオリジナル和風カレー 

きさいちカントリークラブ（大阪府） 

スパイシーカレーのナンプレート 

奈良万葉カンツリー倶楽部（奈良県） 

 「ゴルフに行ったら必ずカレーを食べる」という方も多くおられます。まして、暑い夏となるとなおさらではないでしょうか。

カレーに含まれるターメリックやクミンなどのスパイスは食欲不振や胃腸の働きを活発にするといわれ、食欲が落ちがちな

夏に最適。また、朝起きられない、集中力がなくなるなど、自律神経の乱れが原因となる現代の夏バテにも効く成分が含

まれるといいますから良いことずくめ！ゴルフ場のレストランで家庭とは一味違うカレーを食べて、暑い夏を乗り切ろう！ 

 野菜をのせて彩り豊かな少し辛めの自家製カレーを、

お店でこんがり焼いたナンと一緒にどうぞ。上田治氏設

計のコースを堪能できる当ゴルフ場で本格的なカレーを

お召し上がりください。   （総店長： 渡邊） 

 石岡ゴルフ倶楽部名物の牛タンをのせたカレーでエネ

ルギーチャージ！ふんだんに使った夏野菜にも身体の熱

を下げくれる効果があるといいます。充実した練習場での

プレー後の練習まで体力はOKです！（調理： 東ヶ崎） 

1,944円 1,404円 

1,458円 

 大阪といえば、かつおだし！かつおの風味をいかし、だ

し汁にこだわったオリジナルの和風カレーです。辛味をお

さえていますので、どなたにもおいしく召し上がっていただ

けます。来場の際は、高低差50ｍの名物ホール竹コース6

番へも挑戦してみてください。     （調理： 松尾） 

欧風焼きカレー 

白鷺ゴルフクラブ（兵庫県） 

1,512円 

 ドライカレーに、温泉たまご、カレー、チーズをのせて焼き

上げました。熱々に溶けたチーズがたっぷりですので、特

に女性のお客様に人気のあるメニューです。世界遺産姫

路城、別名白鷺城にちなんで名づけられた当ゴルフ場は、

グレッグ・ノーマン設計として人気です。（ホール： 実光） 

お土産 特撰カレー＆欧風カレー 

 ゴルフ場のカレーをご自宅で手軽にお召し上がりいただけます！ 

アコーディア･ゴルフのゴルフ場では、さらっとしたあっさり系の「特撰カ

レー」と、デミソースを使用した濃厚な味わいの「欧風カレー」の2種類

のレトルトカレーを好評発売中です。ゴルフ帰りの夕食は簡単に済ま

せたいという女性ゴルファーにもおススメです！ 

牛タンと夏野菜カレー 

石岡ゴルフ倶楽部（茨城県） 

https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=084
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=151&_ga=2.30922047.1292016121.1498519735-1518209946.1484202708
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=078
http://www.trophiagolf.com/ishioka/
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夏休みは、お子様とゴルフ場で遊ぼう！ 
      アコーディア・キッズ ＆ 子どもも楽しめるイベント 

 

 

  2014年1月からスタートした「アコーディア・キッズ」。春休

み、夏休みに18歳未満のお子様に気軽にゴルフをプレーし

ていただけるこの制度。4年目を迎えた本年6月には、登録

者が5,594人となりました。今年の夏休みも、全国のゴルフ

場と練習場で登録ジュニアのご利用をお待ちしています！

（対象期間、利用時間は施設ごとに違います。ご利用予定

の施設へお問い合わせください） 

ゴルフ場利用料金：（いずれも+消費税） 

14時以降 1,000円+保険料（100円） 

16時以降 保険料 

ノンプレーの保護者 2,000円+保険料/人 

練習場利用時間：  9：00 ～ 20：00 

利用料金   60分打ち放題  500円  

詳細はコチラ 

 夏休みにご家族でどこに行こうかなと考えられている皆さまに、ゴルフ場を気軽に利用できる、アコーディア登録ジュニ

アゴルファー制度「アコーディア・キッズ」とお子様でも楽しめるイベントをご紹介いたします。ゴルフをしたことのない方で

も楽しめるイベントもありますので、是非、夏休みの思い出作りにどうぞ！ 

登録制度「アコーディア・キッズ」 

  ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場で開催される

「アコーディア・キッズコンペ」も今回で9回目。毎回、楽しみ

にしているジュニアも増えてきま

した。日曜日に開催されるので保

護者の方も参加しやすく、コンペ

後のパーティーは大人も子どもも

参加して賑やかに行われます。 
  開催日： 2017年8月6日（日） 

  開催場所： ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 

                      ゴルフ場詳細はコチラ 

   参加資格： 小学4年生 ～ 中学3年生 

  参加料：   ジュニア 3,780円 

             （プレー代、パーティ代、参加料込み） 

            保護者  669円  （パーティー代） 

   競技方法： 9ホールハーフ集計（新ぺリア方式） 

  参加者全員に賞品を用意していますのでお楽しみに！ 

   

 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ（福島県）東日

本大震災後に「東北の子ども達に笑顔を取り戻そう！」と

毎回テーマを変えて行われているキッズイベントが、今夏

は「オーシャン大冒険島」と銘打って、8月１日（火）から3

日間開催されます。毎年恒例の「シンクロ花火」、「フラダ

ンスショー」に加え、水の上を大きなバルーンで進む「アク

アボール」、「化石発掘体験教室」、「オイル万華鏡作

り」、「スイカ割り」、「縁日コーナー」などイベントてんこ盛

り。近くには海水浴場や

水族館もありますので、

お子様に夏休みの楽しい

一日をプレゼントしたいパ

パ、ママには小名浜OH＆

GCへの旅行がおススメで

す！ 

開催日： 2017年8月1日（火） ～ 8月3日（木） 

開催場所： 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ 
                      ゴルフ場詳細はコチラ 

内容：シンクロ花火、フラダンスショー、スナッグゴルフ 

    体験、スイカ割り大会、アクアボール等 （無料） 

    工作教室（万華鏡OR化石発掘体験） 1,000円～ 

    縁日コーナー（縁日券 子ども 5枚 300円）など 

※ 1泊2食付特別宿泊プランをご用意しています。 

  ゴルフ場へお問い合わせください。 

「アコーディア・キッズコンペ」＠ノーザンCC錦ヶ原 

今年もやります！ 

アコーディア・ジュニアカップ 

 まだ、競技には慣れていないジュニアゴルファーに、「競う

楽しさ」を知ってもらいさらにゴルフを好きになってもらおうと

開催している「アコーディア・ジュニアカップ」の季節が今年も

やってきました。過去3年

でのべ654名が参加した

本大会ですが、今年は東

日本と西日本に分かれ、

それぞれ2回の予選を経

て決勝が行われます。夏

休みの子どもたちの熱戦

に期待です。 

【アコーディア・ジュニアカップ概要】 

対象： アコーディア・キッズに登録している 

        小学4年生 ～ 中学3年生までの男女 

部門： 小学生男子、女子、中学生男子、女子の4部門 

ルール： JGAルール、18ホールスクラッチ 

開催スケジュール： 

東日本大会  

予選 8月1日（火） ツインレイクスカントリー倶楽部（群馬県） 

    8月8日（火） かずさカントリークラブ（千葉県） 

決勝 8月24日（木） おおむらさきゴルフクラブ（埼玉県） 

西日本大会 

予選 7月24日（月） 神戸パインウッズゴルフクラブ（兵庫県） 

    8月4日（金） 霞ゴルフクラブ（三重県） 

決勝 8月29日（火） 大津カントリークラブ西コース（滋賀県） 

                参加料等の詳細はコチラ  
画像は、アコーディア･キッズ（イメージ写真）を除き、すべて昨年の様子 

小名浜オーシャンホテル＆GCキッズイベント 

「オーシャン大冒険島」開催！！ 

https://www.accordiagolf.com/accordiakids/concept.html
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=015&_ga=2.67533329.1292016121.1498519735-1518209946.1484202708
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=015&_ga=2.67533329.1292016121.1498519735-1518209946.1484202708
http://www.onahama-ocean.com/
https://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/


皆川城カントリークラブ 

アコーディアWeb予約開始記念キャンペーン 

日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権 

ゴルフパートナーカップ2017 開催結果報告 
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   栃木ICから約5分と好アクセスの皆川城カントリークラブ

が、この度アコーディア・ゴルフ公式サイト「アコーディア

Web」からの予約を開始しました。こちらを記念して、9月30

日（土）までにアコーディアWebよりご予約＆プレーされた

予約代表者様全員に、もれなく1,000ポイントをプレゼント

するキャンペーンを実施します。この機会に是非、格調高

く豊かな自然溢れる当クラブへお越しください。 

「アコーディアWeb予約開始記念キャンペーン」 概要 
期間 ： 7月1日（土）～9月30日（土）まで  

内容 ： 期間中にアコーディアWebより皆川城CCをご予約＆プレー 

      された予約代表者様全員にもれなく1,000AGptをプレゼント。 

皆川城CCのご予約は コチラ  

※当日ポイントカードでチェックインされた方に限ります。 

※皆川城CC会員はアコーディアWebのMy ACCORDIAよりご予約ください。  

皆川城カントリークラブ （栃木県栃木市） 
アクセス ： 車） 東北自動車 栃木ＩＣより5㎞（約10分）  

       電車） 東武日光線 栃木駅より約15分 ※クラブバスは予約制 

料金 ： 7月平日 6,150円～ 土日祝 10,850円～ （昼食付き、税込） 

 6月24日・25日、スカイウェイカントリークラブ（千葉県）にて

シニアの公式戦「日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選

手権～ゴルフパートナーカップ2017～」が開催されました。

往年の名プレーヤーたちのプレーを一目見ようと詰めかけ

た大勢のギャラリーの前で、ゴールドの部・グランドの部とも

に大激戦が繰り広げられました。 ※写真は優勝した海老原プロ（ゴー

ルドの部）と福沢プロ（グランドの部）とスカイウェイCCの従業員 

日本プロゴルフ グランド・ゴールドシニア選手権 

～ゴルフパートナーカップ2017～ 

開催 ： 6月24日（土）・25日（日）  場所 ： スカイウェイカントリークラブ 

優勝 ： ゴールドの部（68歳以上） 海老原 清治プロ 68歳 （通算±0） 

     グランドの部（60歳以上） 福沢 孝秋プロ 64歳 （通算-8） 

指定外ホールインワン賞 ： 高橋 勝成プロ No.15（168Y） 5I使用 

エージシュート賞 ： 6名 （松本 紀彦プロ、太田了介プロは2日連続） 

ギャラリー数 ： 2日合計4,695名 

大会HPは コチラ  スカイウェイCCは コチラ  

 梅雨に入り、蒸し暑くなるこの時期のコース管理作業の中で、重要な業務のひとつが「土壌の水分コントロール」です。

植物も人間の身体と同じように、高温になると病気の状態になり、さまざまな障害がでます。特にベント芝に代表される

「寒地型芝草」の生育に適した温度は15～24℃と言われており、30℃以上になると根の機能不全などの生理障害や、病

害、湿害（ウェットウィルト）が起こりやすくなります。そのため、水分計で地中の水分量を量り、必要な場所に必要な量を

スプリンクラーや手まきで散水していきながら、芝のダメージを防ぎ、常に良好な土壌環境を整えるように努めています。 

コース管理特集 

適切な水分コントロールでグリーンの芝の夏バテを防ぎます！ 

湿害（ウェットウィルト）とは 

高温とグリーン表層の過湿が重なることにより、根が衰

え水分が吸収できなくなり、葉の水分が奪われ萎れてし

まう現象のことを言います。 

夏季はベント芝の高温障害に注意！ 

多くのグリーンで使用されているベント芝に代表される

「寒地型芝草」は夏に弱く、高温時には光合成の能力が

著しく衰え、根が成長できない夏バテ状態となります。

（高麗芝などの「暖地型芝」は夏場でも光合成を行い生長します） 

・適切な散水（土壌水分15％～20％を維持） 

・シリンジング（日中葉水） 

・軽めの更新作業などによる酸素供給（ベンティング）  

散水 

芝草が1日に要求する水量は5～

6mm。表面が濡れる程度ではすぐ乾

燥してしまうため、地中深くまで届く

ようにたっぷりと行ないます。 

土壌水分の測定 

水分計を使用して測定します。ベント

グリーンの理想とする水分量は15～

20％です。当社運営ゴルフ場では、毎

日必ず測定を実施し、そのデータを散

水の管理に役立てています。 

対策  

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=903&date=2017/07/01
https://www.golfpartner.co.jp/senior/
http://www.skywaycc.com/
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年初に始めたホットヨガで１週間に１回、汗をたっぷりかいてリフレッ

シュしています。思いがけない効果は、ドライバーの打球に勢いが出て

きたこと。体幹が鍛えられたのでしょうか。飛距離はともかく、若いとき

のような球の出だしにゴルフがまた楽しくなりました。でかカップゴルフ

で、スコアアップにはショートゲームが大事なことを実感したはずなんで

すが・・・ いや、「ゴルフは楽しいのが一番！」ですよね（笑） （丸毛）  

【 編集後記 】 

 

 

多数購入の方への豪華特典！ 

サマーギフトプレゼントキャンペーン  

 

大厚木CC桜コース（神奈川県）＆堺CC（大阪府）の限定プランをご紹介 

暑い日でも大丈夫！ ナイタープレーで快適ゴルフ 

■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■ 

     株式会社アコーディア・ゴルフ 広報・CSR部   皆川／丸毛(まるも) 

    Email: pr@accordiagolf.com   Fax: 03-6688-1611 Phone：03-6688-1500（音声ガイダンス5番） 

※当ニュースレターに使用されている画像がダウンロードできます。ダウンロードに必要なパスワードは当ニュースレターをお送りしたメールに記載しています。 

http://www.accordiagolf.co.jp/news_image/ 

初心者・復活ゴルファー大歓迎！ 

でかカップゴルフ 開催スケジュール 

 全国の運営ゴルフ場レストランで販売中の「サマーギフト」

商品を多数購入いただくと、抽選で豪華賞品が当たるキャ

ンペーンを実施中。目玉賞品は9月に行われる「JAL AIR-

LINES Championship」オフィシャルプロアマへのご招待！ 

期間は7/23（日）まで！ お中元の手配がお済みでない

方、コンペ賞品選びにお困りの方は必見です。 

「サマーギフトプレゼントキャンペーン」 概要 
期間 ： 7月23日（日）まで  場所 ： 全国の運営ゴルフ場レストラン 

内容 ： 期間中に販売している「サマーギフト」商品の中から6個以上  

     ご購入の上ご応募された方に抽選で豪華賞品をプレゼント。 

応募 ： 6個以上～1口、10個～2口、11個以上は5個単位で1口追加 

※詳細は各ゴルフ場レストランスタッフまで。 

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 強い日差しによる紫外線や、暑さへの不安から、夏場はゴルフはお休みしようかな……とお悩みの方にぴったりなの

が、太陽を避けて夕方から夜にかけてプレーするナイターゴルフ。そこで、当社でナイター営業を実施しているこちらの2

コースを、この夏おススメのプランとともにご紹介します。幻想的な夜のゴルフ場でのプレーを是非ご体験ください。 

堺カントリークラブ （大阪府） 

『プレミアムFRIDAY ナイタープラン』 

大厚木カントリークラブ桜コース （神奈川県） 

『BBQ付き薄暮1.0Rプレープラン』 

堺CCのご予約は コチラ  大厚木CC桜コースのご予約は コチラ  

日程 ： 7/16（日）・17日（月祝）、8/12（土）・13（日） 

スタート時間 ： 14:51～16:01スタート ※ハーフ終了後にBBQ 

料金 ： 14,000円 （BBQ付き、税込） 

対象 ： 7月毎週金曜日 

料金 ： 9ホール 5,000円 18ホール 8,500円 （税込） 

※通常ナイターは9ホール 5,500円～ 18ホール 9,000円～ 

「でかカップゴルフ」 8月以降も全国で多数開催！ 

 開催地を増やし、どんどん広がる「でかカップゴルフ」。8月

以降の開催スケジュールを公開しました。各ゴルフ場では、

「またやりたい！」の声からイベント後に早速次の開催が決

まることもあるとか。9割以上の参加者が「満足」と答える新

感覚ゴルフは、ゴルフ好きなら一度体験してみる価値あり！ 

8月 1日（火）関越ハイランドGC（群馬県） 

         おおさとGC（宮城県） 

         グランベール京都GC（京都府） 

      3日（木）房州CC（千葉県） 

      5日（土）伊豆国際CC（静岡県） 

    7日（月）霞台CC（茨城県） 

    11日（金祝）大厚木CC桜C（神奈川県） 

    21日（月）アクアラインGC（千葉県） 

    29日（火）山陽国際GC（山口県） 

9月 1日（金）大平台CC（栃木県） 

      8日（金）やしろ東条GC（兵庫県） 

       ノーザンCC錦ヶ原G場（埼玉県） 

    26日（火）取手桜が丘GC（茨城県） 

8/11（金祝）は「でかカップ」での薄暮＆ナイターＤＡＹ（1.0Rスルー）開催！  ナイターは毎日2B・3B保証＆割増なし！（11月30日まで） 

全ホール 

LED照明 

通常の直径4倍の「でかカップ」

で18ホールをラウンド 

詳細は コチラ 

※スケジュールは変更となる 

  場合があります。 

6/30に習志野CC空港Cで開催した「でかカップゴルフ」に参加しました。

なかなか上達しない伸び悩みゴルファーの私が、一気に90切りを達成！

でかカップながら嬉しくて、自慢しまくっています。パットさえ入れば、こん

なに良いスコアが出せるのだとわかると、急にゴルフへのやる気も出て

きますね。習志野CC空港Cでも12/1に第2回開催が決定しているとのこ

と。まだでかカップ未経験の方はぜひ、試してみてください。（皆川） 

mailto:pr@accordiagolf.com
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=086
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=037
https://www.accordiagolf.com/dekacup/

