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発行所
富士平原ゴルフクラブ
フェローシップ委員会

TEL 0550－89－2000 予約センターTEL 0550－88－2100

 新入会の会員様の交流懇親会  は2回目を迎えます。昨年度は25名
様のご参加をいただき、楽しく和気あいあいの一日をお過ごしいただき
ました。

 新入会の会員様の交流企画　 さかのぼって3年間の新入会員様
平成27年4月～平成30年3月迄の2年間に入会された会員様を対象に第2
回を開催いたします。

新会員様をご紹介して頂いた先輩の会員様も「本交流懇親大会」
にぜひご参加下さい。

〔競技方法〕
 ○新ペリア方式
 ○スルーザグリーン　オール6インチプレース可
 ○表彰=〔優勝・2位・3位・4位・5位・5飛賞・BB賞・ベストグロス・DC・NP〕
　　　　　　支配人賞=温泉付一流リゾートホテル宿泊ペアーご招待　
〔プレーフィ〕

8,236円（税込）
（全会員様統一料金）

9,300円（税込）

1R乗用セルフ 参加費

会　　員

特別ゲスト
体感プレー

1,800円（税込）
（賞品・パーティフィ込）

ご参加の会員様のゲストとして、本交流懇親大会の中で当クラブの体感プ
レーをご希望のご友人等がいらっしゃる場合、お気軽にご相談ください。

2年目

昨年の第1回交流懇親会の後、紹介していただいた先輩会員様より
「私もぜひ参加させて下さい」のお声もいただいております。

鈴木　幹男

支配人賞
（平澤 勇二）

優　勝
（阿部 和夫）パーティでの表彰

新規会員様 交流懇親大会
5月20日（日）

特別ゲスト体感プレー（ヴィジター）

予約システム変更7月1日より

○ 会員様より予約のお申し込みにつき、早めの予約受付のご要望がござ
います。本年7月1日より、下記の受付とさせていただきます。

☆平成30年7月より受付日変更
　〈変更前〉
　　平成30年6月30日までの受付日
　　　一　般（1組・2組）＝1ヶ月前の同日
　　　コンペ（3組以上）＝3ヶ月前の同日

 〈変更後〉
 平成30年7月1日からの受付日
 　一　般（1組・2組）＝3ヶ月前の同日
 　コンペ（3組以上）＝6ヶ月前の同日

 ○受付時間　　午前10時～午後4時30分

期間：平成30年4月～12月30日の全曜日

当クラブ独特の、会員様に有利な終身会員制度は、その制度の良さに高い評価と信頼を頂戴しております。会員の皆様か
ら続々とお問合せがあり、多数の皆様が、資格取得後、随時入会されております。

会員のみの特典サービスもOK

期間：平成30年4月～12月30日の全曜日

9,550円（税込総額10,234円）
7,700円（税込総額  8,236円）

7月度準優勝 武藤ペア7月度準優勝 武藤ペア

お勧めです

従来どうりの会員保証

■終身会員制度のご案内
富士平原ゴルフクラブでは、会員様ご本人が親族の方へ名義変更された場合、その後も以前と同じ会員資格を有し、年会費も無料となる
「終身会員制度」がございます。
『会員在籍5年以上・満55歳以上』の会員様には大変有利な制度です。有資格の会員様は本制度をご活用されることをお勧めいたします。

在籍5年以上で55歳以上の個人会員

三親等内の親族（血族・姻族）

全会員一律100,000円＋消費税

・正会員・平日会員・週日会員の現資格を終身会員として継続
（従来通りの会員扱いです。）
・年会費無料

・譲渡人の会員資格を継承（正規会員となる）

第3位 森岡ペア第3位 森岡ペア

03-3564-2251【営業時間：午前9時30分～午後5時（土・日・祝は休）】

0550-89-2000

パーティー（表彰式）パーティー（表彰式）

ご挨拶
　平成30年度を迎え、会員の皆様におかれましては益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。平素は当クラブに格別なるご懇情を賜り
厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年4月より木本昌和の後任として支配人に就任いたしました鈴木幹男でございます。
昭和63年入社以来フロント・レストランホール・総務関係と経験を積んでまいりましたが、まだまだ未熟者でございます。前支配人
同様これからも皆様からのご指導、ご鞭撻を頂きながら、会員の皆様方やゲストの皆様も含め新しいゴルフライフを楽しめますよう、
いろいろな企画を考え、これまで以上に「愛される富士平原ゴルフクラブ」になりますよう努力を積み重ねる所存でございます。
　2020年の東京－御殿場間の新東名開通に伴い、新御殿場I.Cは当クラブより10分圏内に開設されます。（当クラブの会員
様にとっては、ホームコースへの最良の交通アクセスとなります。）
また、東京オリンピックでのゴルフ競技開催の決定や、女子プロゴルフのツアー増加、男子プロのニューヒーローの出現
もあり、ゴルフ界にとってはゴルフ人口の増加につなげることのできる絶好のチャンスととらえております。
　当クラブでは、会員の皆様をはじめゲストの皆様にも「世界遺産　富士山の麓」、首都圏からのアクセス等、絶好の環
境の中、ご満足いただけるような「接客サービスの向上」と「コース管理の徹底」を念頭に置き、「また来たい」「何度も
挑戦したい」と思っていただけるクラブとなりますよう、従業員一同。取り組んで参ります。
今後とも会員の皆様のご愛顧、ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

お電話でのご予約　パソコン・タブレット・スマートフォンなどの操作が
難しい方は、お電話でもご予約を承ります。お気軽にお問合せ下さい。

〔重要〕1人予約ラウンドのご利用には、通常のオンライン予約とは別に
WEB会員登録が必要となります。

☆富士平原ゴルフクラブのホームベージのバナーをクリック
お1人様からのエントリー

会員様  お 1 人 様
予約受付中

思い立ったら24時間、いつでも予約可!!
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クラブ競技成績表2017

ランナーアップ 渡辺　達也・市川　　修
メダリスト   渡辺　達也  75ストローク

予 選
１ 回 戦
２ 回 戦
準 決 勝
決 勝

 7月23日
 7月30日
 8月  6日
 8月13日
 8月20日

渡辺　達也
4－2

澤越　博幸
19H 1UP

相原　和夫
4－2

市川　　修
2－1

澤越　博幸
4－2

相原　和夫
8－7

相原　和夫
1UP

準決勝
（27H）

決勝
（27H）

ランナーアップ 坂本　恭彦・渡邊　　仲
メダリスト   田中　博行  84ストローク

予 選
１ 回 戦
決 勝

 7月23日
 8月13日
 8月20日田中　博行

坂本　恭彦

大関　　晃

渡邊　　仲

田中　博行
6－5

大関　　晃
2－1

大関　　晃
1UP

1回戦
（27H）

決勝
（27H）

ク

ラブ
チャンピオン

獲ったり4度目

相原 和夫選手

惜っしい～1ダウン
準優勝 澤越　博幸選手

セカンドフライトの部

予 選
１回戦
準決勝
決 勝

 4月 8日
 4月14日
 4月21日
 5月12日

池田久美子
7－6

原田　隆子
1UP

白砂　美和
5－4

紀村　多栄
20ホール
1UP

池田久美子
5－4

紀村　多栄
5－4

池田久美子
7－5

準決勝
（18H）

決勝
（18H）

富士平原会員の皆さん、こんにちは。2004年
に仲間4人と富士平原の会員になり14年目
を迎えました相原和夫です。
昨年4回目のクラブチャンピオンになるこ
とができました。
1回目は06年、2回目は10年、3回目は15
年、4回目は17年ですが、クラブ選手権で最
も印象に残っているのが、05年の準決勝で富士
平原では名前を知らない人はいない秋山さんとの勝負です。
当時は歩いて富士・箱根コースを2ラウンドする36ホール制でし
たが、36ホールで決着がつかず、エキストラ4ホールの40ホール勝

負となったことです。当時の秋山さんはクラブ選手権負け知らずでし
たが、私は入会2年目で、その凄さがわからない状況であったことで互角に

戦えたのだろうと振り返っています。39ホール目であと一転がりのバーディーパ
ットを外した後、40ホール目でバーディーを取られて負けたことを今でも悔しく、
また、懐かしく思っています。
もう一つは、10年の決勝で奥　義和さんとの戦いです。既に27ホール制になって
いましたが、22ホールを終了し5ホールを残し4ダウンで、次のホールで負けたら
終了という崖っぷちに立たされましたが、23ホールから27ホールまで5ホール連
続で勝って大逆転勝利を挙げたことです。
マッチプレーはホール毎に勝負を決めるので1ホールの
結果が後に影響を及ぼさない一方で、後半での大逆転
が難しい勝負なので、いかに安定したゴルフをするか
が勝負のポイントだと思います。私も、マッチプレー
のときは相手のことばかり見てプレーをして一喜一憂
していましたが、最近は「相手との勝負」より「自分
との勝負」を心がけ、自分のプレーを安定させること
に集中してマッチプレーを戦うことにしています。メ
ンタルのスポーツですので中々実行は難しいのですが、
いろいろなことを考え、実行しクラブ選手権をはじめ、
富士平原の各種大会を楽しみたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

風格のトロフィーに
名を刻む

歴代クラブチャンピオン
刻名トロフィー
第1回 1969年

グランドチャンピオンシップ

平成29年12月23日 19名
 箱根 丹沢 GROSS HDCP NET GROSS順位
 優勝 小林　光幸 38 41 79 15.0 64.0 6
 2位 相原　和夫 37 35 72 4.0 68.0 1
 3位 渡辺　達也 42 35 77 9.0 68.0 4

月例杯 Aクラスの部

平成29年12月23日 20名
 丹沢 富士 GROSS HDCP NET GROSS順位
 優勝 岩瀬　吉正 40 40 80 17.0 63.0 1
 2位 村田　武人 40 41 81 14.0 67.0 2
 3位 綿貫　　衛 43 43 86 19.0 67.0 5

月例杯 Bクラスの部

平成29年12月23日 22名
 箱根 丹沢 GROSS HDCP NET GROSS順位
 優勝 今井　謙三 44 41 85 23.0 62.0 2
 2位 鶴田　栄一 41 41 82 19.0 63.0 1
 3位 有光　哲彦 47 46 93 28.0 65.0 10

月例杯 Cクラスの部

平成29年12月23日 18名
 丹沢 富士 GROSS HDCP NET GROSS順位
 優勝 阿久津　博 38 46 84 17.0 67.0 2
 2位 武藤　道男 47 41 88 18.0 70.0 6
 3位 生井　　修 43 42 85 14.0 71.0 3

木曜杯の部

平成29年12月23日 8名
 富士 箱根 GROSS HDCP NET GROSS順位
 優勝 竹原　泰子 51 44 95 22.0 73.0 6
 2位 富岡みつ江 47 43 90 16.0 74.0 3
 3位 中澤　節子 47 46 93 19.0 74.0 5

レディス杯の部

  記者の目
男子クラブ選手権
13年間でクラチャン4回は流石にすごい。相原選手のプレーを観察していると常
に冷静沈着に思える。「相手との勝負」より「自分との勝負」のくだりは、まさ
にそれを意味していると言っても良いであろう。しかし、勝負の仕掛けどころを
察知したとき「自分との勝負」の殻をあえて破り、ここぞとばかりに攻めに転ず
る。▶相手の澤越選手もなかなかの勝負感をそなえており、準決勝での対戦で
メダリスト（渡辺選手）を19H・1UPで押え決勝に名乗りをあげたのだ。準決勝
しかり、決勝も1UPの接戦となり、当クラブの歴史あるクラブ選手権にふさわし
い名勝負であった。▶第一回クラブチャンピオンの誕生は1969年・もう半世紀
を迎えようとしている。

女子マッチプレー選手権
女子マッチプレー選手権・いわゆる女子のクラブチャンピオン競技である。池田
選手は2連覇を成し遂げ、まずは称賛を贈らねばなるまい。▶暦年を重ね、いま
や20年目（第一回＝1998年）となるが、3連覇、4連覇のレディーもおられる。
なかなかどうして当クラブのチャンピオンレディー達も誇りを持つに相応しい。
▶池田選手を始め、本競技への参加レディー達の中には「全日本社会人・女子
ゴルフ選手権競技会」にも参戦しているたのもしいレディー達もおられる。
　本年：4月13日（金）、女子マッチプレー選手権予選：近年、女子の競技志向
は凄まじい。多数のエントリーを期待している。

こちらも2連覇

当クラブでは、バックTEEをはじめレディースTEE
まで5個所のTEEマークを設置しております。▶
ミドルホール・ロングホールに於いてパーオンで
きる距離のTEEマークとしてショートホールを除

いた殆どのホールに6箇所所目のよりグリーン近い【富士山TEE】を設置い
たします。当クラブの会員様より、ひとつのお手紙がとどきました。
▶『若かりし頃に比べ飛距離が落ちたので初めてゴールドTEE（レディー
スTEEとほぼ同じ）からプレーをした結果、4ホールでパーセーブできた。
パーセーブできる嬉しさから、これからはゴールドTEEを楽しもうと思う。
ゴールドTEEの設置をありがとう』と締めくくっておりました。
▶本紙がお手元に届かれた頃、【富士山TEE】実施しております。

富士山TEE設置
ミドル・ロングホールに

女
子

マッチ
プレー選手

権

2連覇

池田久美子選手

ランナーアップ 原田　隆子・白砂　美和
メダリスト   池田久美子  41ストローク（荒天9H短縮）

※下枝（3m～4m）をカット
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平日・週日の会員様は、祝日・振替休日はヴィジター様料金となりますが、
祝日法改定以来、平日が振替休日となることが多くなっております。
特定日に限り「メンバーフィ＋1,500円（税込）」のプレー料金を設定し
ております。

正 会 員 様 8月の日曜日　1,000円（税込） 割引

平日会員様
週日会員様 特定の祝日・振替休日 割引

富士平原特有の涼風さわやかな夏を
ご満喫ください。

☆これまでのBirthday昼食プレゼントを「グリップ工房・サン
クスカード」（300円OFF）3枚に変更いたします。

会員様特典日 〔年間競技手帳に記載〕

涼
夏
涼
夏

会員様　ありがとうクーポンのおしらせ

へいげんフェスティバル

　賞品 ① 焼肉（400g～700g）⇒5点
 ② お持ち帰りNo.1 カスピ海ヨーグルト種パン（レーズンorチーズ）⇒40点

お楽しみ ●ハーフコンペ
●抽　選　会

　表彰 ○ 優勝～5位（牛、豚焼肉）
 ○ 5飛賞・10飛賞（おいしいパン等）

 ハーフコンぺ  （参加費無料）
① 0.5R終了後、集計所（マスター室前）にスコアカードをご提出。
② お会計時に入賞者に賞品をプレゼント

 お楽しみ抽選会 = ガラガラポン  
○その日ご来場のお客様にプレゼントです。

プレゼント賞品①②の各本数は当日のプレーヤー200名以上の
場合です。200名以下の場合は案分割合の本数とさせて頂きます。注

フェスティバル開催日

 4月10日（火） さくらフェスティバル ハーフコンペ
 5月16日（水） 皐月フェスティバル ハーフコンペ
 6月23日（土） あじさいフェスティバル ハーフコンペ
 7月19日（木） 文月フェスティバル ハーフコンペ
 8月19日（日）
   月例・一般 

富士山フェスティバル 抽選会

 9月13日（木） 長月フェスティバル ハーフコンペ
10月12日（金） 菊のはなフェスティバル ハーフコンペ
11月00日（　） もみじフェスティバル 日付・2ヶ月前決定
12月23日（日）  抽選会
       24日（月） 

ジングルベルフェスティバル 
ハーフコンペ

HDCPボードと女子チャンピオンボードを2F談話室に移設しました

HDCP

談話室

女子MP
チャンピオン

女子グランド
チャンピオン

男子チャンピオン トロフィー

HDCPボード
　女子チャンピオンボード　移設

一  遊
例 パター合戦
 2回連続でホール

インすると

進呈

など企画中

ショップ
割引チケット
10%OFF

House-ShopHouse-ShopHouse-Shop リニューアル
オープン
リニューアル
オープン

お洒落な人にはオーラ
があるように生まれか
わったShopにはオーラ
がただよっている。
マネキンも意識してい
るかのようにオーラが
いっぱい  

3月

メンズ &
  レディース
    ファッション

きっとゴルフウェアをご購入の皆様に
　　ゴルフ上達の女神がほほえみます。

地場産
地元有名店コーナーを設けます
沼津港の金目鯛
浜名湖のうなぎ

日本一の軍配
◎浜松ギョーザ VS 宇都宮ギョーザ

駿河湾のしらす

由比の桜えび

『会員様限定』

有効期限：2018年4月～2019年3月
◎ご利用時、マスター室担当にお渡し下さい。

300円（税込）OFF
グリップ工房

サンクスカード

貴方様の大切な
クラブに世界で
最っとも優れた
ELITEグリップ
をご利用下さい。
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平成30年度

青木　惠一
Aクラス選手
相原　和夫
城　　和春
横山　　登

Bクラス選手
長島　　久
青木　惠一
奥津　久史

補欠選手 渡辺　達也 予 選
決 勝

静岡会場 5月21日（月）
6月18日（月）

富士宮ゴルフクラブ

研修会へ入会してみよう=ゴルフ上達を意識して 2018　研修会日程表
○研修会年10回・毎回、上位3名表彰（賞品ボール3個）
○年10R中、ベスト6ラウンドスコアを採用：次年度の倶楽部対抗
代表選手を決定⇨上位3名表彰（賞品ボール1ダース）
○年齢制限なし（但し、18歳未満除く）

※ 研修会時=プロ・研修生の帯同プレーの場合あり

平成29年度・静岡会場予選時：選手の皆様・クラブスタッフ

予選5月21日（月）

年齢区分　Aクラス：60歳以上　Bクラス：年齢制限なし 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東西

30年度　倶楽部対抗会場

 4月 1日（日） 月例杯と同一カード
  29日（日） ○スループレー
 5月27日（日） グランドシニア決勝・同一カード
 6月17日（日） 理事長杯・セカンドラウンド・同一カード
 7月22日（日） クラブ選手権予選・同一カード

 8月26日（日） ○スループレー
 9月24日（振） ○スループレー
10月14日（日） 月例杯と同一カード
11月18日（日） ○スループレー
12月 2日（日） ○スループレー

富士平原ゴルフクラブ = 予選大会

カート・マーシャルナビ導入

厚生労働大臣杯

第五回　全日本社会人
女子ゴルフ選手権競技会

（予選会場）
北海道地区～九州地区（7会場）
中部地区会場：富士平原ゴルフクラブ
　　　　日程：平成30年8月7日（火） 第四回（29年度）出場選手の皆様

ゆるくにぎって振り
きれる

その日の内に交換OK

世界で最も優れた
　　グリップシステム

ELITEグリップ
雨でもすべりにくい
　　エリートグリップ

交換後20分で使用も
OK

交換後20分で使用も
OK

静岡県の代表を目指す・チーム富士平原  応援よろしくお願いします

募
集

2位 飛鳥友理子　1位 白川ひさ　3位 遠藤あづさ
（富士平原）

富士平原
ゴルフクラブ
会員様

出場選手（29年度）

池田　久美子
遠藤　あづさ
髙後　富美江
富岡　みつ江
アイウエオ順（敬称略）

信頼　当クラブのプロ課の交換技術にお任せ下さい
☆当クラブでのグリップ購入の場合、交換工賃は無料サービス
いたします☆

最新型高性能 3／3（土）オープン

◎ホール全体画面
　縦型の画面レイアウトでコースグラフィックを最大表
示の迫力ナビ画面
◎ホール案内
　隠れたバンカーや、ハザードも全て案内
◎グリーン攻略&アドバイス画面
　富士平原のプロゴルファーが徹底的に調査・点検した
グリーンのアンジュレーションを、矢印で解りやすく
表現

 IPS液晶　最高の視認性  

コンペ
盛り上がり

参加者全員の各ホール経過とスコアが
一目瞭然

スコアデーター共有でリアルタイムに順位が変化する
「リーダーズボード機能」幹事さんに絶大な支持

まるでトーナメント気分

2点間距離機能で　スコアUP

◎四季の彩り
　当クラブの桜群・紅葉・銀杏などの癒しホールを表現
◎距離計測機能
　①コースの任意の位置をタッチ⇒グリーンまでの距離

を表示
　②さらに中間地点をタッチ⇒分割された距離表示

ホール愛称「乙女峠」に芝ざくらを育てました。
「乙女峠」の由来はゴルフ場オープン当時より、
富士桜が、点在しているため。（花びらが小さく愛
くるしいので乙女桜と云われている。）

苗植から3年・箱根3番ホール右法面の上に点在する乙女桜の真下に「芝ざくら群」

3月に向けたグリーン除草（2月）

錦鯉：箱根No.2グリーン奥の池
  錦鯉は会員・原田道夫様より
  いただきました。〔 〕

成績発表（バーティ）

平成29年度・静岡会場予選時＝選手の皆様・クラブスタッフ平成29年度・静岡会場予選時＝選手の皆様・クラブスタッフ

※コンペでスコアカードの
　　　　　提出が不要の場合も
プレーヤーが各ホールごとにスコアを入力し、コンペの最終組が最終ホ
ールをホールアウトし、スコア入力をされた時点でコンペの集計が完了
です。（各プレーヤーのスコア入力は正しく入力をして下さい）

交換マシーン
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Aクラス選手
相原　和夫
城　　和春
横山　　登

年齢区分　Aクラス：60歳以上　Bクラス：年齢制限なし

2位 飛鳥友理子　1位 白川ひさ　3位 遠藤あづさ
（富士平原）

 IPS液晶　最高の視認性  

富士平原会員の皆さん、こんにちは。2004年
に仲間4人と富士平原の会員になり14年目
を迎えました相原和夫です。
昨年4回目のクラブチャンピオンになるこ
とができました。
1回目は06年、2回目は10年、3回目は15
年、4回目は17年ですが、クラブ選手権で最
も印象に残っているのが、05年の準決勝で富士
平原では名前を知らない人はいない秋山さんとの勝負です。
当時は歩いて富士・箱根コースを2ラウンドする36ホール制でし
たが、36ホールで決着がつかず、エキストラ4ホールの40ホール勝

負となったことです。当時の秋山さんはクラブ選手権負け知らずでし
たが、私は入会2年目で、その凄さがわからない状況であったことで互角に

戦えたのだろうと振り返っています。39ホール目であと一転がりのバーディーパ
ットを外した後、40ホール目でバーディーを取られて負けたことを今でも悔しく、
また、懐かしく思っています。
もう一つは、10年の決勝で奥　義和さんとの戦いです。既に27ホール制になって
いましたが、22ホールを終了し5ホールを残し4ダウンで、次のホールで負けたら
終了という崖っぷちに立たされましたが、23ホールから27ホールまで5ホール連
続で勝って大逆転勝利を挙げたことです。
マッチプレーはホール毎に勝負を決めるので1ホールの
結果が後に影響を及ぼさない一方で、後半での大逆転
が難しい勝負なので、いかに安定したゴルフをするか
が勝負のポイントだと思います。私も、マッチプレー
のときは相手のことばかり見てプレーをして一喜一憂
していましたが、最近は「相手との勝負」より「自分
との勝負」を心がけ、自分のプレーを安定させること
に集中してマッチプレーを戦うことにしています。メ
ンタルのスポーツですので中々実行は難しいのですが、
いろいろなことを考え、実行しクラブ選手権をはじめ、
富士平原の各種大会を楽しみたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

風格のトロフィーに
名を刻む

歴代クラブチャンピオン
刻名トロフィー
第1回 1969年

コース管理だよりコース管理だより
当クラブでは、バックTEEをはじめレディースTEE
まで5箇所のTEEマークを設置しております。▶
ミドルホール・ロングホールに於いてパーオンで
きる距離のTEEマークとしてショートホールを除

いた殆どのホールに6箇所目の、よりグリーンに近い【富士山TEE】を設置
いたします。当クラブの会員様より、ひとつのお手紙がとどきました。
▶『若かりし頃に比べ飛距離が落ちたので初めてゴールドTEE（レディー
スTEEとほぼ同じ）からプレーをした結果、4ホールでパーセーブできた。
パーセーブできる嬉しさから、これからはゴールドTEEを楽しもうと思う。
ゴールドTEEの設置をありがとう』と締めくくっておりました。
▶本紙がお手元に届かれた頃、【富士山TEE】も実施しております。

富士山TEE設置
ミドル・ロングホールに

ホール愛称「乙女峠」に芝ざくらを育てました。
「乙女峠」の由来はゴルフ場オープン当時より、
富士桜が、点在しているため。（花びらが小さく愛
くるしいので乙女桜と云われている＝乙女峠）

芝ざくら観賞
86mに渡って
箱根No.3

池整備
箱根No.2

グリーン除草
キャディさん

ヤード板 富士山TEEマーク

箱根9番ホール右・Aグリーン手前90Y

富士7番ホール中央

苗植から3年・箱根3番ホール右法面の上に点在する乙女桜の真下に「芝ざくら群」

危険防止：2段差法面にする 3月に向けたグリーン除草（2月）

錦鯉 観賞舞台
箱根スタートテラス

二段構えのデッキ舞台

錦鯉：箱根No.2グリーン奥の池
  錦鯉は会員・原田道夫様より
  いただきました。〔 〕

メイン樹木
剪定

御厨の地に富士平原ゴルフクラブ
11月8日・開場59周年を迎える。御厨（御殿場地方）の地に時代を見つめその先に想いを寄せた先達の眼力は、御厨の地の中で他に追従を
許さない絶景の場所を観たのである。四周の連山、秀峰が青空を従え、ほどよい雪化粧で静もっている姿は他に類を見ない景色だ。
我が国の四季の移ろいは動植物に天の恩恵を授け、その恵みは人の衣食住ばかりでなく眼を通した心の癒しにも及ぶ。
〔春〕・コース内に点在する辛夷が白く咲き、追いかけるように富士桜が淡い色を添え、箱根コース3番ホールを始めとする、そめい吉

野の帯は一層の際立ちを魅せている。その頃の富嶽は自慢げに凛としている。
〔夏〕・雪化粧をすっかり落としその姿をさらけ出した富嶽は、厳しさとやさしさの中で我を愛する者達を登山へと引き寄せる。富士平

原から観える粒の行列に御厨の中のこの地の有難さを友人達にガイドする会員の諸兄姉もおられる。
〔秋〕・秋桜が咲き、紅葉前線が山野に彩りを添える。差し込む木もれ日の光に黄葉、紅葉を透かしてみたり、木の実を拾いながら世界

遺産とのコントラストを楽しみながらのプレーも風情があり、心も癒されるであろう。▶箱根1番ホールと9番ホールの間の銀
杏も、その美しさを魅せつけている。

〔冬〕・晴れた日、近年では暖かい冬の富士平原も捨て難く、赤松や雑木の疎林越しにほど良く白く装った富士山は素晴らしい。丹沢コ
ース3番ホールのグリーン・赤松の後方にたたずむ世界遺産は逸品の絵画であろう。（ホール愛称＝富士眺めのゆえんである）
▶冬の季にプレーに足が遠くなられる諸兄姉もおられますが、プレー後にクラブの鉱泉（温泉）水の湯とたわむれ、暖をとり、
額縁にみたてた大窓に映える富士山を眺めながら、心身をリフレッシュされるのも一計かと存じます。

▶四季折々の風情はコース内に絶好の点影となり和ませる。富嶽も春夏秋冬にその姿を変える。＝御厨の地に59年の暦を重ね、養われた
風格を感じながらのプレーも、私たちホームコースの素敵さを再認する。▶本紙の届く頃、四度目の衣替えの季を過ぎ、輸番の春はい
よいよゴルフシーズンです。

開場59周年を迎え、会員の皆様に万遍のご指導、ご厚情を賜り今日に至っております。今後もホスピタリティなゴルフ場として、さらに充実
してまいる所存です。倍旧のご愛顧のほどお願いを申し上げます。

富士平原ゴルフクラブ：1959年（昭和34年）11月8日開場

※下枝（3m～4m）をカット
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〔 〕

 新入会の会員様の交流懇親会  は2回目を迎えます。昨年度は25名
様のご参加をいただき、楽しく和気あいあいの一日をお過ごしいただき
ました。

 新入会の会員様の交流企画　 さかのぼって3年間の新入会員様
平成27年4月～平成30年3月迄の2年間に入会された会員様を対象に第2
回を開催いたします。

新会員様をご紹介して頂いた先輩の会員様も「本交流懇親大会」
にぜひご参加下さい。

〔競技方法〕
 ○新ペリア方式
 ○スルーザグリーン　オール6インチプレース可
 ○表彰=〔優勝・2位・3位・4位・5位・5飛賞・BB賞・ベストグロス・DC・NP〕
　　　　　　支配人賞=温泉付一流リゾートホテル宿泊ペアーご招待　
〔プレーフィ〕

ご参加の会員様のゲストとして、本交流懇親大会の中で当クラブの体感プ
レーをご希望のご友人等がいらっしゃる場合、お気軽にご相談ください。

2年目

☆これまでのBirthday昼食プレゼントを「グリップ工房・サン
クスカード」（300円OFF）3枚に変更いたします。

　賞品 ① 焼肉（400g～700g）⇒5点
 ② お持ち帰りNo.1 カスピ海ヨーグルト種パン（レーズンorチーズ）⇒40点

 ハーフコンぺ  （参加費無料）
① 0.5R終了後、集計所（マスター室前）にスコアカードをご提出。
② お会計時に入賞者に賞品をプレゼント

 お楽しみ抽選会 = ガラガラポン  
○その日ご来場のお客様にプレゼントです。

プレゼント賞品①②の各本数は当日のプレーヤー200名以上の
場合です。200名以下の場合は案分割合の本数とさせて頂きます。

 パター合戦
 2回連続でホール

インすると

進呈

など企画中

ショップ
割引チケット
10%OFF

地元有名店コーナーを設けます
沼津港の金目鯛
浜名湖のうなぎ

日本一の軍配
◎浜松ギョーザ VS 宇都宮ギョーザ

駿河湾のしらす

由比の桜えび

期間：平成30年4月～12月30日の全曜日

終身会員様に有利
終身会員への資格

充実：終身会員制度

会員在籍5年以上 満55歳以上の方

どのホールからも世界遺産：富士山が望め・平坦なレイアウトが話題の富士平原

当クラブ独特の、会員様に有利な終身会員制度は、その制度の良さに高い評価と信頼を頂戴しております。会員の皆様か
ら続々とお問合せがあり、多数の皆様が、資格取得後、随時入会されております。嬉しい

クラブ競技参加もOK
会員のみの特典サービスもOK

終身会員：ファミリーあらかると終身会員：ファミリーあらかると終身会員：ファミリーあらかると

楽
終身会員：ファミリー大会（年2回）

○  7月15日（日）
○10月  7日（日）

新ゴルフライフ満喫

このチャンスに新しいゴルフライフを見つけてはいかがでしょう

会員管理課よりお知らせ

終身会員制度・体感プレー
当クラブで実施の会員様優遇措置による「終身会員制度」をご案内しておりますが、
実際にコースでプレーをとのご要望が多く寄せられております。
そこでご親族の方に「特別体感プレー」をご案内しております。
終身会員制度ご利用のご参考に、是非、どのホールからも壮大な世界遺産：富士山が
望めるコースで、ご家族、ご親族でのプレーをご体感ください。

特別体感プレー料金 期間：平成30年4月～12月30日の全曜日
三親等内（姻族含む）

の皆様
☆メンバー料金☆

同伴ヴィジターの場合同伴ヴィジターの場合 通 常 料 金通 常 料 金

乗用キャディ付

乗 用 セ ル フ

9,550円（税込総額10,234円）
7,700円（税込総額  8,236円）

ご存知ですか

7月度優勝 木目田ペア7月度優勝 木目田ペア 7月度準優勝 武藤ペア7月度準優勝 武藤ペア

お勧めです

年会費は無料 従来どうりの会員保証

体験はまだですか!!
「一流リゾートホテル宿泊」プラン

（リゾートホテル会員料金
（格安）でご利用できます）

終身会員になられた皆様の余暇に変化が!!
○親子・ご夫婦でのクラブ競技への参加が増えました。
○ご夫婦のゴルフ&宿泊（へいげん宿泊プラン）を楽しまれている
方が目立ちます。
○富士平原独自のサービス「一流リゾートホテル宿泊ご提供」プ
ランにファミリーで楽しまれております。（リゾートホテル会員並み
料金に皆様ご満悦!!）
○終身会員：ファミリー大会参加を機に新しいゴルフ仲間との懇
親を深め、新しいかたちのゴルフライフを見つけておられます。

■終身会員制度のご案内
富士平原ゴルフクラブでは、会員様ご本人が親族の方へ名義変更された場合、その後も以前と同じ会員資格を有し、年会費も無料となる
「終身会員制度」がございます。
『会員在籍5年以上・満55歳以上』の会員様には大変有利な制度です。有資格の会員様は本制度をご活用されることをお勧めいたします。

在籍5年以上で55歳以上の個人会員

三親等内の親族（血族・姻族）

全会員一律100,000円＋消費税

・正会員・平日会員・週日会員の現資格を終身会員として継続
（従来通りの会員扱いです。）
・年会費無料

・譲渡人の会員資格を継承（正規会員となる）

有資格会員

名義書換範囲

名義書換料

支配人賞（18位） 梅村ペア支配人賞（18位） 梅村ペア

10月度準優勝 入江ペア10月度準優勝 入江ペア10月度優勝 石井ペア10月度優勝 石井ペア 第3位 森岡ペア第3位 森岡ペア

譲渡人

譲受人

会員資格区分

03-3564-2251【営業時間：午前9時30分～午後5時（土・日・祝は休）】

0550-89-2000

会員管理課（東京オフィス）

富士平原ゴルフクラブ

終身会員制度のお問い合わせ

パーティー（表彰式）パーティー（表彰式）

貴方様の大切な
クラブに無世界で
最っとも優れた
ELITEグリップ
をご利用下さい。
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