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SCゴルフ同好会 ６８回ゴルフコンペのご案内 

夏真っ盛りと云った殺人的な猛暑の続く日々ですが、同好会各位におかれましては、酷暑さなんかに負け

ずに元気一杯の事と思いますが、如何お過ごしでしょうか。 
さて、ゴルフ同好会恒例の秋の宿泊付き定例ゴルフコンペを来る１０月１２・１３日に下記の通り企画・決定

致しましたのでご案内申し上げます。 
今回も例年同様の場所ですが、皆さまの交通の便や当日参加もし易いように近場ではありますし宿泊設

備を兼ね備えたゴルフ場です。 
今迄通りに前夜祭は開催しますので初めての皆様の参加もお待ち致します。 
SC ゴルフ同好会の趣旨をご理解頂き、多くのメンバーが参加して親睦の輪を広げると共に、日本経済の

発展に寄与出来ればと思いますので、ゴルフ好きの同窓生の方々がおられましたら是非ともお誘いの上、お

申込の程お願い申し上げます。 
 

記 
 

１．日 時  平成３０年１０月１２日（土）       前夜祭 

              同  １３日（日）       ゴルフコンペ＆パーティ 

集合/現地 8 時 45 分 （10 月 13 日のクラブバス利用は避けて前日到着して！） 

スタート/９時 27 分  西コース ＯＵＴ・ＩＮ 同時スタート （６組予約済） 

 

２．場 所  房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 （TEL0475-43-0111） 

        住所/千葉県長生郡睦沢町妙楽寺 2300 番地 

  交通/ 

▲電車・バス等を利用 

外房線茂原駅 ： ８：２０発 クラブバス（予約不要） イオンの店舗奥の駐車場  

がクラブバス停留所になりますが、当日は極力避けて下さい。 

                タクシー（約 20 分 約 4,500 円程度） 

▲車 利用 

千葉東金→圏央道ルート      茂原長南 IC から   約 15 分 

京葉道路ルート            市原ＩＣから        約 40 分 

   同   →圏央道ルート     市原鶴舞ＩＣから    約 15 分 

アクアライン→圏央道ルート     市原鶴舞ＩＣから    約 15 分 

 

３．競 技  ハンディキャップ（ＨＣ）方式による 18 ホールストロークプレー 

ハンディキャップによる競技ですので、全員に優勝のチャンスがあります。 
※初参加の方はオフィシャルをお持ちの方はそれを、お持ちで無い方は最近ラウンドした 

グロススコアをベストから３つ申告していただき仮ハンディを設定します。 

初参加の優勝は２位に繰り下げさせて戴きます！ 

 

４．プレー代  セルフ（乗用カート、昼食・ドリンク付）  \16,800（概算）(前年と同額です) 
※ゴルフ場にて各個人ごとの精算になります。 

 

当日参加の場合 



５．参加費    \3,000  ※表彰用賞品代＆パーティ代として現地受付にて承ります。 

 

６．前日宿泊される方 

○前夜祭に参加の場合 

  宿泊費  １室 ２～３名   一人当たり \3,900  （一人部屋を希望は\4,900） 

  夕食    特別料理     一人当たり \2,500  （すき焼き・鍋料理が中心です） 

          ※酒代金は別途参加者で頭割りします。（夕食時の持ち込みは不可の為） 

           一人当たり ￥1,500 円を予定です。当日徴収します。 

チェックイン 16：00～直接ロッジフロントにてチェックインできます。例年この時間に来ます。 

           部屋割りは事前に皆様＆フロントに報告致します 

集合     18：30 ロッジ食堂へ集合 

前夜祭    18:40 ～ 20：30 位を予定しています。 

二次会    各部屋で適当に・・・（飲み物・つまみ類の持ち込みは部屋ならＯＫですので、 

我々幹事が用意します。ご希望の品が有れば、事前に教えて下さい。）    

          麻雀ルーム（４卓）も有り（１卓で\4,320 16：00～23：00 まで中座もＯＫ！ 

           一人当たり￥1,000 でお願い致します。） 

 

○宿泊だけの場合 

    宿泊費のみとなります。 

 

○朝食  クラブハウスのレストランで（\500） （和食・洋食・蕎麦・おにぎり等） 

※朝食代は宿泊料に入っておりません。 

※料理内容は和食か洋食です！ 当日参加の方も勿論ＯＫです！ 

 

○電車・クラブバスでお越しの方の前日ルートについて 

「茂原駅前発・クラブバス」（無料：予約を要しますので、事前に連絡を下さい！） 

※ クラブ発／15：40 16：30 17：00 17：30 の折り返しのバスを利用可能です。 

※ 茂原駅到着は、20 分後位ですので、早目に乗車場所にてお待ち下さい。 

※ 場所は朝とは違い、茂原駅ロータリー内です。 

 

☆前日宿泊者の場合 

宿泊ロッジ脇にアプローチ用練習場グリーン、別の場所にバンカーッショット用グリーン 

及び、２５０ヤード練習場が有ります。 

チェックイン後の練習も可能です。 

２５０ヤード練習場は料金が掛りますが、アプローチ・バンカーは無料です。 

早朝練習も出来ます。 

希望者が有れば、S３８年卒の後藤会長（ＨＣ０）のレッスンも・・・・？（要予約？無料！） 

前夜祭の前の一汗も翌日のスコアＵＰになります！・・・？（お勧めですよ！） 

 

７．車でお越しの方 

 

 

 

 

 

 

【京葉道路市原 IC ルート】 
京葉道路／市原ＩＣ～大多喜方面へ～3.6 ㎞で新生十字路を左折～Ｒ297 に入り 1.7 ㎞で磯ヶ谷交差点を右折～ 

大多喜街道（Ｒ297）を 25.3 ㎞で白山台交差点を左折～県道 150 号を 4.1 ㎞で房総カントリー入口 
【千葉東金道路→圏央道ルート】 
京葉道路～千葉東金道路（東金ＩＣ）～圏央道茂原長南ＩＣ～千田交差点を左折～600ｍ長南交差点を左方向へ

（Ｒ147）～長南役場前を右折～給田交差点左折～1 ㎞を左折～Ｒ150 を右折～房総カントリー入口 
【東京湾アクアライン経由圏央道市原鶴舞 IC ルート】 
圏央道／市原鶴舞 IC～勝浦方面へ右折～大多喜街道（Ｒ297）を 10.3 ㎞で白山台交差点を左折～県道 150 号を

4.1 ㎞で房総カントリー入口 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９． 総予算額  （宿泊＋前夜祭参加） 

    宿泊費   \ 3,900       夕食代   \2,500     飲み代   \ 1,500  (前夜祭前後) 

     朝食代   \ 500       プレー代  \16,800     会費     \ 3,000 

          総合計 約￥28,200 （割勘の飲み代含む） 
             

 

※まことに恐れ入りますが、８月３１日（土）までにメールかＦＡＸ若しくは電話にてご出

欠を下記のアドレス若しくはＦＡＸ番号へお知らせ下さいます様お願い致します。 

８．電車・クラブバスでお越しの方の帰りのルートについて 
  プレー後、軽い表彰式・パーティを予定しておりますが、クラブバスの出発時間の都合もありますの

で、基本は５時３０分発のクラブバス→外房線茂原駅ルートでの帰路を予定しております。 
パーティの時間により、クラブバスの出発時間に間に合わない場合は、車の方に分乗して茂原駅も

しくは五井駅等も想定していますので、ご安心下さい。ゆっくり参加して下さい！ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



参加者には追って組み合わせ等の当日のご案内を差し上げます。 
SC ゴルフ同好会  

幹事長 高山 房之 行 

SC ゴルフ同好会 Ｒ１／１０／12・13 の第 68 回ゴルフコンペ  出欠連絡表 

１．お名前                                 

２．ご住所（変更の場合）                                            

３．ご連絡先（携帯ＴＥＬ）                       （非常時の連絡の為） 

４．生年月日   昭和     年     月      日生   

５．出身中学            市              中学卒業  

６．高校でのクラブ活動                              

部   

７．ゴルフコンペ参加の有無   （ 参加 ・ 不参加 ）     

８．宿泊の有無 （ 宿泊する ・  宿泊しない ） 

   宿泊する場合 （ 前夜祭に参加する ・ 前夜祭は不参加 ） 

９．交通手段   いずれかに○を付けてください 

 （    車    ・   茂原駅からクラブバス   ・   タクシーを利用  ） 

    車の場合同乗者がいればその方の氏名                            

※初参加の方は最近のグロススコア（良いスコア）を３つ申告してください。 

１０．グロススコア                                  

１１．ご意見が有れば・・・ 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

【お問い合わせ】 

幹事長 高山房之  

幹事補佐 相川雅美  

締切後の確認を必ずしていますので、必要のないように、必ず連絡をして下さい！！ 

宜しくお願いします。 


