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（参考資料）

JGA加盟倶楽部の主な支援活動内容

旭川国際 CC(北海道 ) オープンコンペでのワンオンチャリティー

旭川メモリアル CC（北海道） 旭川近郊 10 コースでチャリティーサーキット開催（4月～10月）

帯広白樺 CC(北海道 ) 震災復興支援コンペを開催

オホーツク CC(北海道 ) オープンコンペの参加料の一部を義援金に

上湧別リバーサイド G 場（北海道） 全地域全町あげて支援活動

札幌国際 CC（北海道） チャリティーコンペ開催

札幌テイネ GC（北海道） GDO とチャリティコンペを開催

樽前 CC（北海道） チャリティーオークションの実施

北海道ブルックス CC(北海道 ) ジャンパー、防寒着の提供

フォレスト旭川 CC(北海道 ) オープンコンペ参加料の 10％を義援金に

名寄白樺 CC(北海道 ) チャリティーコンペを開催

十勝 CC（北海道） チャリティーコンペを開催予定

稚内 CC(北海道 ) チャリティーコンペを開催

八戸 CC(青森県 ) チャリティーコンペを開催

能代 CC（秋田県） オープンコンペの開催、ワンコインチャリティーの実施

岩手 GC（岩手県） 風呂の提供

金ヶ崎 GC（岩手県） 風呂の提供

北上市民ゴルフ場（岩手県） チャリティーコンペを開催

栗駒 GC（岩手県） ・越前高田市竹駒地区住民を永岡温泉に輸送、昼食提供、下着類物資提供

・チャリティーコンペ開催予定（6月）

八幡平 CC（岩手県） 風呂の提供

ローズランド CC(岩手県 ) ポロシャツ 200 枚を提供

蔵王 CC(山形県 ) フェイスタオル、バスタオルの提供

山形 GC（山形県） チャリティーコンペ開催予定

天童 CC（山形県） ホッカイロ 4000 枚、飲料の提供、チャリティーコンペを開催

湯の浜 CC（山形県） チャリティーコンペ開催予定

泉国際 GC（宮城県） 風呂の提供

泉パークタウン GC（宮城県） ・風呂の提供（延べ 500 名が利用）

・従業員 44 名が名取市でのボランティア活動に従事

表蔵王国際 GC（宮城県） チャリティーコンペ開催予定

気仙沼 CC（宮城県） 飲料・食品の提供、コース・風呂の提供、食堂フロアの利用

仙塩 GC（宮城県） 風呂の提供

仙台 CC（宮城県） 近隣避難所へのご飯の提供、風呂の提供

仙台ハイランド CC（宮城県） 風呂の提供、ロッジに原発避難者を受け入れ

天明 CC（宮城県） 風呂の提供

松島国際 CC（宮城県） 風呂の提供
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ナリ会津 CC（福島県） 被災者の受け入れ

五浦庭園 CC（福島県） 温泉施設無料開放

いわき GC(福島県 ) 食材の提供

宇津峰 CC（福島県） 災害要援護者の一時受け入れ、チャリティーコンペ開催予定

小名浜 CC（福島県） ・医療機関への灯油の提供、行政へのガソリン提供

・駐車場のヘリポート利用

大玉 TAIGACC（福島県） 風呂の提供

郡山 GC(福島県 ) チャリティーコンペを開催、菓子の提供

白河メドウ GC（福島県） チャリティーコンペ開催予定

棚倉田舎 C（福島県） 被災者宿泊準備中

民報コース（福島県） チャリティーコンペを開催

湯本スプリングス CC（福島県） 飲料水の提供、風呂の提供

糸魚川 CC(新潟県 ) 7、8月のクラブ競技をチャリティーゴルフ大会に

越後 GC(新潟県 ) チャリティーコンペを開催

紫雲 GC(新潟県 ) チャリティーコンペを企画中

津川 CC(新潟県 ) 5～8月までチャリティーロングランコンペを開催

十日町 CC(新潟県 ) チャリティーコンペを開催

日本海 CC(新潟県 ) 6 月末まで 6回のチャリティーコンペを開催

妙高サンシャイン GC（新潟県） 併設遊園地の被災者無料利用

上田丸子ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵ GC（長野県） ガソリン・灯油・軽油の提供

佐久平 CC（長野県） 靴下・タオルの提供

諏訪湖 CC（長野県） ・毛布、布団など 20 万円相当の提供

・長野県ゴルフ場連盟の一員として栄村と東日本被災地宛に団体義援 金

蓼科 GC（長野県） 防寒着・マスクの提供

斑尾高原 CC（長野県） 栄村に夕食の提供

甲府国際 CC(山梨県 ) がんばろうにっぽんグッズの販売

富士川 CC（山梨県） ホッカイロ（5箱）・ウェアー（30着）・下着（5箱）の提供

伊香保国際 CC（群馬県） 古靴の提供

宇都宮 CC（栃木県） チャリティーコンペの開催

鹿沼 CC（栃木県） ・バスタオル（76 枚）、紙おむつ、紙パンツ（男女子供用 48枚）、靴下（220足）、

カミソリ、菓子類、歯ブラシなどの提供

・社宅（3世帯）の提供

・支援昼食メニュー（1 食 200円が義援金に）

鳥山城 CC（栃木県） 日帰り温泉を割引、栃木県内被災者の鳥山城ホテルへの受け入れ

那須小川 CC（栃木県） 子会社で炊き出しを実施

佐野 GC(栃木県 ) セーター90枚

ジュンクラシック CC(栃木県 ) 衣類・食品・歯ブラシ・カミソリ・ビニール袋など提供

サンレイク CC(栃木県 ) 飲料水・食料品の提供
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栃木 CC（栃木県） 女子プロのチャリティーコンペへの会場提供

トムソンナショナル CC（栃木県） ・避難民支援センターへの物資提供

・栃木県ゴルフ場協議会、本社を通じての支援活動

那須チサン CC（栃木県） 宿泊施設を低料金での提供

バークレイ CC(栃木県 ) 使い捨てカイロの提供

ファイブエイト GC（栃木県） 給水、風呂の提供

麻生 CC（茨城県） 飲料水の提供、風呂の提供

イーグルポイント GC（茨城県） 断水時従業員及び家族への風呂の開放

茨城 GC（茨城県） 衣類・日用品・文具等ダンボール 20 箱分を提供

茨城ロイヤル CC(茨城県 ) チャリティーコンペを開催

江戸崎 CC（茨城県） 社員から集めた支援物資を研修生が被災地へ輸送

大利根 CC(茨城県 ) 粉ミルク 136 缶を提供、チャリティーコンペを開催

笠間東洋 GC（茨城県） 風呂の提供、イベントに会場提供

鹿島の杜 CC（茨城県） メンバーとその家族に風呂の提供

桂ヶ丘 CC（茨城県） 風呂の提供

金乃台 CC(茨城県 ) バスタオルの提供

セントラル GC(茨城県 ) 5 月よりチャリティーコンペを開催予定

筑波東急 GC(茨城県 ) 今後、被災ゴルファーを受け入れ予定

水戸レイクス CC（茨城県） 風呂の提供

高坂 CC(埼玉県 ) 大震災チャリティーコンペを開催

東京 GC(埼玉県 ) 従業員より衣類などを募り被災地へ提供

鳩山 CC(埼玉県 ) タオルの提供

飯能 GC(埼玉県 ) タオルの提供

東松山 CC(埼玉県 ) チャリティーロングランコンペを開催

日高 CC（埼玉県） 日高市災害支援協定による協力。遊休地の緊急時支援

嵐山 CC(埼玉県 ) クラブ競技をチャリティーコンペとして開催

ｻﾞ･ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾚﾝﾓｱ（千葉県） ネット集客業者による義援金プランにグリーンフィを値下げして参加

スカイウェイ CC（千葉県） 米・即席ラーメン等の食料品・防菌マスク・タオルの提供、風呂の提供

鷹之台 CC（千葉県） チャリティーオークションの実施

千葉夷隅 GC（千葉県） チャリティロングランコンペ実施予定

千葉 CC（千葉県） 例年、福島県開催の LPGA全日本小学生大会を川間コースで受け入れ

トーヨーCC（千葉県） チャリティーグッズの販売、インターネットサイトの復興支援プランへの参加

神奈川 CC（神奈川県） ・テント 6 基、ホッカイロ、トイレットペーパー、ティッシュなど物資の提供

・チャリティーコンペを 5 回開催。参加料を全額義援金に

相模湖 CC（神奈川県） ・7 月 1日にチャリティーコンペ開催予定

・震災により就職出来なくなった高校生を採用することを準備中

大相模 CC（神奈川県） チャリティーオークション開催

葉山国際 CC（神奈川県） 特定メニューから 100 円の義援金、チャリティーコンペの開催
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平塚富士見 CC(神奈川県 ) 布団 150 組・毛布など日用品をトラックで石巻など被災地へ輸送

芦の湖 CC（静岡県） チャリティーコンペを企画中、チャリティーグッズを販売予定

伊豆スカイライン CC(静岡県 ) T シャツの提供

小田原 GC日動御殿場（静岡県） 6 月末までチャリティーロングランコンペを開催

御殿場 GC（静岡県） 4、5月チャリティーロングランコンペを開催

サザンクロス CC(静岡県 ) チャリティーコンペを開催

修善寺 CC(静岡県 ) チャリティーコンペを開催

犬山 CC(愛知県 ) オープンコンペの参加料を義援金に。毎月、応援プレー日を設置

伊良湖シーサイド GC（愛知県） ホッカイロを宮城交通へ寄付、貸切チャリティゴルフ大会を開催予定

さなげ CC（愛知県） 売店で「がんばろう日本」ロゴ入りポロシャツを販売

中京 GC・石野（愛知県） ・ビニール袋 10 万枚を提供

・定休日をチャリティーデーとしてプレー代を安価にしチャリティー募集

名古屋グリーン CC（愛知県） タオルの提供、震災孤児を支援できるような企画を計画中

鳴海 CC（愛知県） 被災者（家族含）を従業員として受け入れ

南山 CC（愛知県） ロングランチャリティー開催中

平尾 CC(愛知県 ) レトルトおかゆ 600 食を提供

三好 CC(愛知県 ) チャリティーコンペを開催

明世 CC（岐阜県） 5 月 30 日にチャリティーコンペを開催予定

明智 GC(岐阜県 ) 乾麺うどん 5000 食を提供

恵那峡 CC(岐阜県 ) カレンダー・文具の提供

大垣 CC（岐阜県） チャリティーコンペを開催予定

各務原 CC（岐阜県） ・桑原プロを中心としたチャリティープロアマ大会の開催

・クラブ競技参加料の一部を寄付予定

岐阜稲口 GC(岐阜県 ) 開催 25 周年記念競技をチャリティーコンペとして開催

岐阜ｾﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ CC（岐阜県） ロングランチャリティー他を予定

瑞陵 GC（岐阜県） 信和グループとしてチャリティーサーキットを開催

ボゥヴェール GC(岐阜県 ) カイロ 5000 個を提供

美岳 CC（岐阜県） ロングランチャリティーイベント開催

伊勢 CC（三重県） チャリティーコンペの開催予定

グレイヒルズ CC(三重県 ) チャリティーコンペを開催

COCOPA RESORT CLUB・

三重白山（三重県）

・PC7 台、カイロ 7400個、自転車、衣類、ゴルフクラブを提供

・一時的滞在所としてコテージ 20 棟を提供

COCOPA RESORT CLUB・

三重フェニックス（三重県）

・ゴルフクラブセットの提供

・市内のゴルフ場と市の間で災害時の支援協定を結ぶ予定

ジャパンクラシック CC（三重県） 信和グループとしてチャリティーサーキットを開催

名四 CC（三重県） チャリティーコンペ開催予定

涼仙 GC（三重県） 6 月よりチャリティーコンペ開催

片山津 GC（石川県） チャリティーコンペ・ロングランコンペなどを実施
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朱鷺の台 CC（石川県） チャリティーコンペの開催

呉羽 CC（富山県） ・特別チャリティー優待日の設定（6月）

・震災避難者 2 名をキャディーに採用

富山 CC(富山県 ) チャリティーコンペを多数実施

皇子山 CC（滋賀県） 9 月にチャリティーコンペを開催予定

近江 CC(滋賀県 ) トイレットペーペー80ロール・ティッシュの提供

秋津原 GC(奈良県 ) マスク 1800 個・消毒液 40本の提供

阿騎野 GC（奈良県） チャリティーコンペ開催

ディアーパーク GC(奈良県 ) ゴルフウェアの提供

ナパラ GC・一本松（奈良県） タオル 600 枚の提供

アートレイク GC（大阪府） マンション 22 室登録

交野 CC(大阪府 ) チャリティーコンペを開催

朝日 GC・白浜（和歌山県） 布団・毛布・ジャンパーの提供

小倉 CC（和歌山県） チャリティーロングランコンペ開催予定

紀伊高原 GC(和歌山県 ) 使い捨てカイロ 720 個を提供

ABC GC（兵庫県） ロングランコンペを計画

青山 GC（兵庫県） 週 1 回チャリティーデー。

赤穂国際 CC（兵庫県） ・クラブ、タオル、ウェア 15 万円程度の提供

・5月までチャリティーコンペ開催

有馬ロイヤル GC(兵庫県 ) 消毒液の提供

小野グランド CC（兵庫県） 義援金協力プレーヤーに 500 円当たり東北産りんご 1個進呈

けやきヒル CC(兵庫県 ) チャリティーコンペを開催

神戸三田 GC(兵庫県 ) 電池・コンロの提供

サングレート GC(兵庫県 ) オープンコンペにて義援金を募金

新宝塚 CC（兵庫県） ・冷蔵庫・テレビ等電気製品 50 点、洋服・寝具・タオル等日常品 300点を提供

・三重県内グループコース阿山 CC36 部屋を提供。提供にあたり寝具購入等に 50

万円。入居者なしの場合は被災地へ

洲本 GC(兵庫県 ) 防寒着の提供

千刈 CC（兵庫県） 6 月にチャリティーゴルフ開催予定

能勢 CC（兵庫県） チャリティーコンペ開催予定

富士 OGMGC（兵庫県） オリックスグループとして提供

マダム J GC(兵庫県 ) ・大阪市に支援物資保管

・施設の提供、被災地ゴルファーの受入可能

赤坂レイクサイド CC(岡山県 ) カイロの提供

岡山金陵 CC（岡山県） トイレットペーパー・毛布の提供

作州武蔵 CC(岡山県 ) ボックスティッシュ 100 箱の提供

パインツリーGC（岡山県） チャリティーコンペ開催

安芸 CC（広島県） チャリティーコンペ開催予定
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鷹の巣 GC（広島県） チャリティーデーを設定。プレー費の一部を義援金予定

広島国際 GC（広島県） チャリティーゴルフ開催

広島東映 CC（広島県） 衣類・タオル・毛布の提供、チャリティーゴルフ開催

岩国センチュリーGC(山口県 ) チャリティーコンペを開催

下関 GC(山口県 ) 携帯カイロ 150 袋の提供

朝陽 CC(山口県 ) タオル・洋服・ジャンパー等を提供

プレジデント CC山陽（山口県） タオル・石鹸を提供

グリーンパーク大山 GC（鳥取県） 利用税が復興に使用されるよう県に提案

鳥取 CC・吉岡温泉（鳥取県） ・飲料水・乾電池の提供

・200円の缶バッジを販売。内 100円を義援金に

三朝 CC（鳥取県） タオルを提供、社員宿舎に 2 世帯を入居可能に

出雲 GC（鳥取県） チャリティーコンペ実施

エリエール GC松山（愛媛県） ワンオンチャレンジ実施予定

九州 GC(福岡県 ) 北九州オープンを開催し、募金活動を実施

JR内野 CC(福岡県 ) 下着類を提供

夜須高原 CC(福岡県 ) 5 月までチャリティー月間

若松 GC(福岡県 ) カイロ・バスタオル・布団を提供

若宮 GC（福岡県） チャリティーコンペ開催

佐賀 CC（佐賀県） 震災チャリティーコンペ、ワンオンチャリティーを実施

佐賀クラシック GC(佐賀県 ) ホッカイロ・マスク・タオル敷きマット・ブランケットを提供

佐賀ロイヤル GC(佐賀県 ) 食料品・マスク・薬を提供

武雄嬉野 CC(佐賀県 ) チャリティーゴルフ、チャリティーバザーを開催

オーシャンパレス GC(長崎県 ) 食料品や衛生用品を提供

島原 CC（長崎県） ゴルフダイジェストの 300 円のバッジを販売

長崎国際 GC(長崎県 ) コンペ主催者へチャリティーコンペとしての開催を依頼

湯布院 CC・ﾚｰｸｻｲﾄﾞ（大分県） ボール販売売上げを義援金に

くまもと阿蘇 CC（熊本県） 被災者の雇用、チャリティーコンペ開催予定

熊本空港 CC（熊本県） チャリティーコンペ開催予定

球磨 CC（熊本県） チャリティーコンペ開催

鹿児島ｶﾞｰﾃﾞﾝ GC（鹿児島県） チャリティーコンペ開催予定

鹿児島シーサイド GC(鹿児島県 ) 衣類・トイレットペーパー・タオル等日用品を提供

鹿児島高牧 CC(鹿児島県 ) ミネラルウォーターを提供（グループ企業からの提供）

霧島 GC（鹿児島県） チャリティー大会開催予定

祁答院 GC（鹿児島県） ミネラルウォーター2ケースを提供

三州 CC(鹿児島県 ) チャリティーコンペを開催

溝辺 CC(鹿児島県 ) チャリティーコンペを開催

琉球 GC（沖縄県） チャリティーゴルフへの協力による料金値下げ


