
私たち「福島県プロゴルフ会」では、福島県ゴルフ連盟様
を始めとする様々な公共団体の皆様と連携しながら公益社
団法人日本プロゴルフ協会会員としてゴルフ普及活動や社
会貢献活動を行って来ました。 

加えて会員個々の活動においては、福島県に在住・在勤し
県内のゴルフ場やゴルフ練習場においてレッスン活動を展
開。その中で数多くのアマチュアゴルファーの悩みを解決
しながら、共に歩んで参りました。 

今後も「生涯スポーツ」であるゴルフを通して、スポーツ
が持つ”チカラ”を武器に、ゴルフ普及活動においては一人
でも多くのゴルフ愛好家を増やし、プロゴルファーの使命
とも言える社会貢献活動ともに、地域経済の活性化に寄与
して参りたいと考えております。 

 
○福島県プロゴルフ会とは… 

 文部科学大臣認定「社会体育指導者の知識・技能審査事業」の任意団体 

 である公益社団法人「日本プロゴルフ協会」(通称JPGA)の会員で構成 

 された任意団体です。 

 

 福島県内各地区、あなたの身近にたくさんのプロがいます 

 

 

 

 

平成29年11月末日現在 



平成29年の活動内容 

日付 イベント名 開催場所 主催 

3月 PGA親と子&シニア 
無料レッスン会 

キタスポ (公社)日本プロゴルフ協会 

あづま総合運動公園 
「春の感謝デー」 

あづま総合運動公園 ダンロップ・スリクソン福島オー
プン実行委員会 

4月 ジュニアスクール グランディ那須白河ゴルフ
クラブ 

福島県ゴルフ連盟 

5月 郡山市こどもまつり 開成山運動公園 郡山市こどもまつり実行委員会 
 

県立安達高校選択体育 舟山ゴルフガーデン 福島県ゴルフ連盟 

6月 東北チャレンジ  
アマチュア予選会 

4会場 福島オープン実行委員会 

7月 PGAフィランスロピー 
チャリティプロアマ ※1 

棚倉田舎倶楽部 福島県プロゴルフ会 

ダンロップ・スリクソン福島
オープン最終予選会 
「東北チャレンジ」 

棚倉田舎倶楽部 福島県プロゴルフ会 

8月 ジュニアスクール ローレルバレイカントリー
クラブ 

福島県ゴルフ連盟 

親子ふれあいゴルフ教室 宇津峰カントリークラブ 福島県ゴルフ連盟 

親子ふれあいゴルフ教室 棚倉田舎倶楽部 福島県ゴルフ連盟 

・※1 今年開催しました「PGAフィランスロピーチャリティプロアマゴルフ大会」 

     において集められましたチャリティ金は「第69回全国植樹祭ふくしま2018」 

    へ寄付致しました。 

・上記プロ会への要請事業の他に、白河市体育協会主催「ジュニアゴルフ教室」や 

 棚倉田舎倶楽部において学童保育「親子でゴルフ」、白河市立五箇中学校体育授業 

 においてゴルフ指導などを行いました。またLPGA「全国小学生ゴルフトーナメント」 

 の付帯事業にもお手伝いさせて頂きました。 



福島県プロゴルフ会 活動内容・詳細 

主催者 事業名 詳細 

福島県ゴルフ連盟 ジュニアスクール 
 

ゴルフ未経験・ラウンド未経験
のジュニアを対象としたスナッ
グ&ゴルフ指導 

ジュニア指導者育成講習会 県内中学・高校のゴルフ部や愛
好会の顧問を対象とした指導内
容などをアドバイス 

親子ふれあいゴルフ教室 参加ジュニアのゴルフ経験に合
わせ、スナッグ&ゴルフを親子一
緒に指導 

県立安達高校選択体育 安達高校3年生にゴルフ指導とラ
ウンド体験 

郡山市教育委員会 郡山市こどもまつり 5/5こどもの日に開催される会場
においてスナッグゴルフ体験会 

白河市体育協会 ジュニアゴルフ教室 白河市内の小・中学生を対象を
したレッスン&ラウンド体験 

NPO法人ゴルフタウン
しらかわ推進協議会 

スナッグゴルフ体験会 加盟地区小学校や各種イベント
でのスナッグゴルフ体験会 

ゼビオグループ ファーストティ・プログラム ジュニアゴルフ育成システムを
導入したゴルフレッスン 

ダンロップ・スリクソ
ン福島オープン実行委
員会 

「シニア&レディースサー
キット」レッスン会 

県ゴルフ連盟主催競技参加者に
対するレッスン会 

大塚製薬 アミノバリュー・レッスン会 福島オープンゴルフ(2013年ま
で開催)アマチュア予選会参加者
などへのレッスン会 

プロ会主体事業 PGAフィランスロピー 
チャリティプロアマゴルフ大会 

様々な団体へのチャリティを目
的としたプロアマゴルフ大会 

福島オープンゴルフ 
東北チャレンジ 

県内ゴルファーのレベルアップ
を目的とした地域オープン競技 

FPチャレンジ 県内・近隣各県のプロゴファー
研鑚を目的としたミニツアー 

私達「福島県プロゴルフ会」では、 
ゴルフ普及・社会貢献ならびに地域経済の発展に寄与するべく、様々なイベント
を通して今後も地道な活動を続けて参ります 
 
 



「福島県プロゴルフ会」会員紹介 

活動地区 プロ氏名 所属先 資格 

浜通り 
  
  

菊地 直樹 サラブレッドカントリークラブ ティーチングプロB級 

古川 敦基 フリー トーナメントプレーヤー 

曲山 正廣 荒川ゴルフクラブ 
トーナメントプレーヤー 
ティーチングプロA級 

中通り 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

阿部 武彦 ヴィクトリアゴルフメガステージ須賀川 ティーチングプロC級 

伊東 弘昭 ケイアンドエムゴルフスクール ティーチングプロB級 

印南 健吾 宝沢ゴルフビレッジ ティーチングプロA級(Jr) 

小野田 英史 棚倉田舎倶楽部 トーナメントプレーヤー 

久我 正彦 ケイアンドエムゴルフスクール ティーチングプロC級 

小林 幸太郎 グランディ那須白河ゴルフクラブ ティーチングプロA級 

小松 照 フリー トーナメントプレーヤー 

佐藤 栄寿 ヴィクトリアゴルフメガステージ白河 ティーチングプロA級 

鈴木 勝文 フリー トーナメントプレーヤー 

竹渕 淳 
宝沢ゴルフビレッジ 

 
ティーチングプロA級 

角田 博満 ツノダゴルフアシスト 
トーナメントプレーヤー 
ティーチングプロB級 

内藤 寛太郎 フリー トーナメントプレーヤー 

二瓶 正和 大玉カントリークラブ トーナメントプレーヤー 

中通り&会津 

  

高田 匡志 フリー 
トーナメントプレーヤー 
ティーチングプロB級 

橋本 日都 ヴィクトリアゴルフ 
トーナメントプレーヤー 
ティーチングプロA級 
日本体育協会ゴルフ教師 

会津 吉成 文伸 平和台スポーツセンター 
トーナメントプレーヤー 
ティーチングプロB級 

平成29年度 会員数20名 会長:曲山正廣 副会長:角田博満 顧問:橋本日都 

  
○「公益社団法人日本プロゴルフ協会」の資格認定制度について 
 
 ( 公社)日本プロゴルフ協会(略称・PGA)が認定しているプロゴルファーの資格には 「トーナメント 
 プレーヤー」と「ティーチングプロ」の2種類があります。「トーナメントプレーヤー」はゴルフ 
 技術に特に優れ、トーナメントに出場するだけの技量と知識を有した者に付与されます。 
 一方「ティーチングプロ」とはゴルフ指導技能に優れ、広範にわたるゴルフ知識及びPGA指導要領を 
 取得した者に付与されゴルフの普及と発展を目的に活動します。 

 
             



「福島県プロゴルフ会会員 活動状況 

地区 名称 住所 
開催レッスン内容 

プロ氏名 個人レッスン スクール ジュニア ラウンドレッス
ン 

浜通り 

勿来カントリークラブ いわき市勿来町 二瓶正和       ○ 

サラブレッドカントリークラブ いわき市渡辺町 菊地直樹         

いわきすずらんゴルフセンター いわき市東田町 古川敦基 ○ ○   ○  

ゴルフクリニックレインボー いわき市常磐下船尾町 小松照 ○       

タイムリーゴルフ泉が丘 いわき市常磐長孫町 菊地直樹   ○     

荒川ゴルフクラブ いわき市平上荒川 曲山正廣 ○     ○ 

中通り 

大玉カントリークラブ 大玉村玉井 二瓶正和       ○ 

郡山熱海カントリークラブ 郡山市熱海町 二瓶正和       ○ 

宇津峰カントリークラブ 須賀川市塩田 高田匡志       ○ 

矢吹ゴルフ倶楽部 西白河郡矢吹町 角田博満       ○ 

グランディ那須白河ゴルフクラブ 西白河郡西郷村熊倉 佐藤栄寿       ○ 

白河国際カントリークラブ 白河市東 二瓶正和       ○ 

棚倉田舎倶楽部 東白川郡棚倉町 小野田英史 ○ ○   ○ 

レイゴルフガーデン 白河市泉田 
佐藤栄寿   ○   ○ 

久我正彦 ○       

矢祭ゴルフ練習場 東白川郡矢祭町 佐藤栄寿   ○   ○ 

いわせゴルフガーデン 岩瀬郡鏡石町 角田博満 ○     ○ 

ミナミゴルフガーデン鏡石 岩瀬郡鏡石町 
角田博満 ○ ○   ○ 

小松照 ○       

アサカゴルフパーク 郡山市安積町 高田匡志 ○ ○   ○ 

南郡山スポーツセンター・ナンスポ 郡山市安積町 
阿部武彦   ○   ○ 

伊東弘昭 ○ ○ ○ ○ 

SDフィトネス 郡山市芳賀 角田博満   ○ ○ ○ 

宝沢ゴルフビレッヂ 郡山市富久山町 
印南健吾 ○ ○     

竹渕淳 ○ ○   ○  

エレガンスゴルフガーデン 郡山市大槻町 
阿部武彦   ○   ○  

橋本日都   ○   ○ 

南郡山スポーツセンター・キタスポ 郡山市喜久田町 
久我正彦   ○     

伊東弘昭 ○ ○ ○ ○  

モットワンゴルフ 本宮市中條 橋本日都   ○ ○ ○ 

舟山ゴルフガーデン 二本松市渋川 久我正彦   ○ ○   

ゴルフレンジアミーゴ 福島市成川 高田匡志   ○   ○  

会津 

猪苗代ゴルフガーデン 耶麻郡猪苗代町 高田匡志   ○   ○  

サンゴルフガーデン 会津若松市旭町 橋本日都   ○   ○  

ベストゴルフ若松 会津若松市門田町 吉成文伸 ○ ○     

茨木 
平和台スポーツセンター 日立市諏訪 吉成文伸 ○ ○     

グリーンパーク二軒茶屋 那珂郡東海村 吉成文伸 ○ ○     

栃木 那須72ゴルフセンター 那須塩原市大原間 
久我正彦   ○     

伊東弘昭 ○ ○   ○  


