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【開催概要】 

■ 名    称： 第 55回ジャパンゴルフフェア 2021（55ｔｈ JAPAN GOLF FAIR 2021） 

■ 会    期： 2021年 3月 12日（金）～3月 14日（日）の 3日間 

■ 開場時間： 10：00～18：00（最終日は 17：00まで） 

■ 会    場： パシフィコ横浜開催 

展示ホール Ｂ･Ｃ･Ｄ （16,700㎡） 

             〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−１ 

   オンライン開催  

   https://www.japangolffair.com 

■ 主    催： 一般社団法人 日本ゴルフ用品協会 

■ 後    援： 経済産業省、横浜市、日本ゴルフ協会、全日本ゴルフ練習場連盟、 

日本ゴルフ場経営者協会、日本パブリックゴルフ協会、日本プロゴルフ協会、 

日本ゴルフツアー機構、日本女子プロゴルフ協会、ゴルフ緑化促進会、 

日本ゴルフトーナメント振興協会、日本芝草研究開発機構、 

日本ゴルフジャーナリスト協会、ジャパンゴルフツアー選手会、 

ウィズ・エイジングゴルフ協議会                

■ 協力メディア： BUZZ GOLF、EVEN、アルバトロスビュー、ゴルフダイジェスト、 

ゴルフダイジェスト・オンライン、ゴルフトゥデイ、ジュピターゴルフネットワーク、 

パーゴルフ、バリューゴルフ、レジーナ、ワッグル（50音順） 

■ 企    画： 日本ゴルフ用品協会 ゴルフフェア委員会 

ジャパンゴルフフェア 2021実行委員会 

■ 運    営： ジャパンゴルフフェア運営事務局 

■ 入 場 料： 無料  

■ 来場予想： 3万人 

 

※主催者側での駐車場のご用意はございません。公共交通機関をご利用ください。 

 

 

― イベントおよび取材・掲載に関するお問合せ先 ― 

       日本ゴルフ用品協会 ゴルフフェア委員会 

TEL．03-3832-8589  FAX.03-3832-8594  info@jgga.or.jp 

       ジャパンゴルフフェア運営事務局                    

TEL．03-4586-7899  FAX.03-4216-0210  info@japangolffair.com 

  

mailto:info@japangolffair.com


 プレスの皆様へのお願い  
 

本リリース発表段階（2 月 22 日）ではまだ緊急事態宣言下という状況ではありますが、（一社）日本ゴルフ用

品協会会長による「開催のご挨拶」に記載の通り、JGF2021 開催の決定は、社会的環境の変化の度に様々

な検討を経た上で開催を決定いたしました。 

展示会場におけるリアルな展開だけでは、色々な制約の中でコミュニケーションの量と質が限定的になってし

まうため、リアル展開とリンクしたオンライン展示会を展開することといたしました。 

この新たな試みの意図をご理解いただき、これが新たなシステムとして定着していくため様々な視点からの

評価やご意見を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【来場登録のお願い】 

新型コロナウイルス感染防止対策として、主催者、出展社などを含め、すべての入場者に登録をお願いし

ています。プレスの皆様は下記の URLのフォームより、ご登録いただきますよう、お願いいたします。 

https://www.japangolffair.com/staff/entry/ 

 

【ご来場に際してのお願い】 

ご来場時には、サーモカメラによる発熱チェック、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。 

これらのお願いにご協力いただけない場合、また複数回の発熱チェックにより 37.5°以上ある方は、入場を

お断りします。 

【来場登録から入退場までの流れ】 

登録後、来場登録いただいた方全員に個別の QR コードを、登録メールアドレス宛にお送りします。 

会場入退場時には受付にて QR コードを提示してください。 

• スマートフォン等の携帯端末の場合は、画面に表示された QR コードを提示してください。 

• スマートフォン等の携帯端末をお持ちでない場合は、QR コードを印刷して携帯ください。 

• 滞留人数管理のため退場時にも提示いただきますので場内で QR コードを紛失されないよう

にご注意ください。 

【来場登録についてのお願い】 

来場登録は、個別の QR コードを発行するため、必ずお一人ずつ登録ください。 

感染症拡大防止のため、以下のいずれかに相当する場合は来場されないようお願いします。 

• 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味覚・嗅覚異常、呼吸困難、息苦しい、胸痛、膿性痰など、風邪、

肺炎および新型コロナウイルス特有の諸症状がある方 

• ご来場予定より２週間以内に新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断された方 

• 来場予定より２週間以内に海外渡航歴のある方 

  



 JGF2021 における特別対応  
 

新型コロナウイルス感染防止対策の実施に伴い、JGF2021においては従来と異なる対応といたします。 

ご了解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

■新型子ルナウイルス感染防止対策の実施 

前ページにご紹介した来場登録など、様々な対策を実施します。 （次ページをご確認ください） 

 

■オープニングセレモニーの中止 

会場内特設ステージで実施していましたオープニングセレモニーを、密を避けるという視点から中止します。

主催者を代表して日本ゴルフ用品協会会長からのコメントを、オンラインで配信させていただきます。 

 

■ガイドブックの中止 

印刷物などによる間接接触を避けるために、ガイドブックの配布を中止します。 

開催情報については、公式 WEBにてご確認ください。 

会場マップについても公式 WEBからダウンロードが可能です。 

 

■プレスルーム設置の中止 

狭い空間での密状態、および印刷物などによる間接接触を避けるために、プレスルームの設置を中止しま 

す。 

出展社情報等は、オンライン展示会の出展社ページなどからご入手ください。 

 

■プレス腕章の使用中止 

従来ご希望のプレスの方に腕章を貸与してきましたが、間接接触を避けるために使用を中止します。 

取材時には「報道 PRESS」の IDをご着用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 JGF2021 における新型コロナウイルス感染防止対策  
 

JGF2021 での感染防止対策の基本方針として、JGF会場内の「セーフティエリア化」を図ります。 

会場内を「ウイルス付着物が無く、感染者の入場も無い状態」とし、会場内での様々なプロモーション活動に

過度の制約を課す必要がない状況を目指します。 

 

■感染防止対策のポイント 

①来場者は全員事前登録とし、感染発生の場合の確実な連絡を確保する 

②登録は出展者、主催者も別途実施する 

③登録者には QR コードを発行し、入場時に提示して非接触で受付可能とする 

④QR コードによる入退場管理を行い、規定されている会場内人数をコントロールする 

⑤全入場者にサーモカメラによるスクリーニングを実施し、発熱者は入場不可とする 

⑥発熱の無い人のみ、セーフティエリアに入場可能 

⑦入場時はマスクの着用、手指の消毒を必須とする 

⑧会場内は全体レイアウト、通路幅、出展社ブース内に接触を防ぐ計画とする 

⑨接触の可能性がある企画は実施せず、オンラインなどに移行する 

⑩感染防止対策は、来場者およびすべての関係者において確実に実施する 

 

■上記ポイントを受け、以下項目について効果的な実行計画を策定 

〇会場レイアウト 密を防ぐブース配置と通路幅確保 

〇控室  主催者以外使用不可（例年は出展者に貸出） 

〇来場者誘導 スクリーニングおよびセーフティエリア確保のための導線 

〇会場出入口管理 セーフティエリア確保のための管理方法 

〇警備配置  セーフティエリア確保のための警備配置 

 

 

 

  



 オンライン展示会 出展社関連展開  
 

日本で唯一の「ゴルフ総合展示会」として、この環境の中でもゴルフファンの要望に応えた最新の関連情報を

届けるため、出展者関連情報をオンラインで発信します。 

オンラインならではの特性を活用しながら、全国に広がるゴルフファンと繋がります。 

 

出展社オンラインセミナー                                                  

出展社が各自実施するセミナーやプレゼンテーションの日程や内容を、ＪＧＦ公式ホームページ内に一覧 

として公開、JGF公式ホームページから参加予約が可能になります。 

 

出展社オンライン販売                                                  

ＪＧＦ公式ホームページ内「オンラインショップ」にて、オンライン販売を行う予定の出展者を紹介するとともに

各ＥＣサイトへンクを貼ることでのユーザーの誘導を行います。 

 

出展社オンライン商談                                                  

ＪＧＦ公式ホームページ内に、出展社が直接オンラインで商談申込ができる環境を提供します。 

遠隔地から直接商談が可能な環境をご利用いただくことで新しいビジネスチャンスをご提供いたします。 

 

 

 オンライン展示会 注目コンテンツ  
 

JGF ライブ配信スタジオ 

ジャパンゴルフフェア 2021の会場内のスタジオからジュやパンゴルフフェアの生の情報を配信！ 

ご自宅にいながらゴルフフェアを思う存分楽しめるスペシャル配信です。 

JGF2021の開催期間 3日間、JGF公式 YouTubeチャンネルからの YouTube ライブをお楽しみください。 

 

JGF インフォメーション                                                   

3月12日～14日の3日間JGF2021展示会場内の特設スタジオから生ライブ配信をおこないます！  

ナビゲーターにYouTube動画配信で人気の菅原大地プロ（レッスンプロ）、フリーアナウンサー山本潤さん

をお迎えし、会場の状況や出展者の最新の情報など内容盛りだくさんの情報をライブ配信でお届けしま

す。 

 

■配信日時： 

３月12日（金）～14日（日） 10：00～10：30 / 12：00～12：30 / 14：00～14：30 / 

        16：00～16：30 / 17：30～18：00 

 ※日曜日は17：30～18：00の配信はありません。 

■ナビゲーター：菅原大地プロ（PGA所属 ティーチングプロA級 ジュニア指導員） 

   山本潤（フリーアナウンサー） 

 

ゴルフフィットネス                                                   

日本ゴルフフィットネス協会がお届けする、ご自宅でできるゴルフフィットネスのオンライン配信を行いま

す。トレーナーによるゴルフフィットネスを配信しますのでご自宅からでも参加が可能です。 

 

■配信日時：３月12日（金）～14日（日） 配信時間は調整中。 

 

 

 



一般社団法人日本ゴルフフィットネス協会とは 

JGFO（日本ゴルフフィットネス協会）は一人でも多くのゴルファーの人生が豊かになるよう「健康と上達に導

くゴルフフィットネストレーナーの育成」から、各専門家が連携を取るための「交流・情報発信の環境」を作り

出す団体です。 

 

ライブ配信版  ジャパンゴルフフェアガイドツアー                                                      

毎年恒例の人気企画「見学ガイドツアー」を今年はオンライン配信でお届けします。 

ガイドには、おなじみの関雅史プロ、クラブフィッター鹿又芳典氏、ゴルフジャーナリスト靏原弘高氏と、今

回よりクラブフィッター＆レッスンプロ 堀口宣篤氏が加わり、展示会場から最新の情報を配信します。 

 

■配信日時： 関雅史プロ 3月 12日（金） 13：30～14；00 / 16：30～17：00 

 鹿又芳典氏 3月 13日（土） 13：30～14：00 / 16：30～17：00 

 靏原弘高氏 3月 14日（日） 11：30～12：00 / 13：30～14：00 

 堀口宣篤氏   3月 14日（日） 12：30～13：00 / 14：30～16：00 

 

オンラインファッションショー                                                       

特設のステージスタジオより、2021最新春夏ゴルフウェアファッションショーをオンラインで配信します。 

ファッションショーに登場するファッションアイテムは、JGFウェブサイトから直接ご購入が可能です。 

最新のウェアをどこよりも早くご購入いただけます。気に入ったアイテムが見つけられると良いですね！ 

 

■開催日時： 3月 13日(土)、14日(日) 両日ともに 12：00～  14：00～   

■会 場：特設ステージ 

■出品ブランド：調整中ファッションショー 

 

JGFスペシャル対談                                                      

27 万人の登録者を抱える人気ゴルフユーチューバー菅原大地プロとクラブフィッター鹿又芳典氏のスペシ

ャルトークショー 

ゴルフスイングとゴルフギアの関係性を紐解くゴルフに悩むゴルファー必見のトークショーを配信します。 

 

■配信日時：3月 13日（土） 11：30～12：00 

■出演者：菅原大地プロ（PGA所属 ティーチングプロ A級 ジュニア指導員） 

鹿又芳典（クラブフィッター）  

 

JGFスペシャルトーク 「クラブアナリスト マーク金井氏」 ゴルフ談義！                                                      

JGF会場から「人気クラブアナリストマーク金井氏」によるスペシャル講演を配信！ 

抱負なクラブ知識と独特のキャラクターで人気を誇る「マーク金井氏」のゴルフ談義を２日間連続で配信！ 

ゴルファーが抱える疑問や悩みをマーク金井さんの独特の世界観で解説。「目から鱗」の面白講義を是非

ご堪能ください。 

 

■配信日時：3月 13日（土） 15：00～16：00   

3月 14日（日） 15：00～16：00 

■出演者：クラブアナリスト マーク金井氏  



 パシフィコ横浜開催  注目イベント  
 

出展社のブースや試打はもちろんですが、様々な主催者関連イベントもジャパンゴルフフェアの魅力。 

せっかく来場したからには、とことんお楽しみください。 

 

霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよう！！                                                   

今回、オリンピック・パラリンピックイヤーならではの特別企画として「霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジ

しよう！！を開催。 

東京大会のゴルフ競技が行われる「霞ヶ関カンツ 

■実施場所： Dホール海側 

■参加方法： 当日会場にて受付 先着順 

■参加料等： 1,000円 成績に応じて賞品を贈呈 （参加記念品あり） 

■使用ホール： ニアピンチャレンジ 東コース10番ショートホール       

  ドラコンチャレンジ 東コース18番ミドルホール 

 

ファッションショー                                                     

オンライン配信用のファッションショーを、特設ステージスタジオにて開催。会場でご覧になる場合は、ソー

シャルディスタンスを意識してお楽しみください。 

■実施場所： Cホール中央 

 

弾道測定器体験コーナー                                                     

ゴルファーなら誰もが気になるスイング、インパクト、弾道測定、すべて見せます。普段なかなか知ることが

出来ないスイングやインパクトなど弾道測定器を体験いただき、あなたのゴルフを計測します。 

■参加費：無料 

■実施場所： Cホール山側 

 

コンポーネントコーナー                                                  

「ゴルフクラブをコンポーネントとして組み上げたい」というコアなゴルフファンのニーズに応えたコーナー。

クラブパーツのラインアップから組み上げのテクニック、周辺ツールや計測・調整機器の紹介まで、コンポ

ーネントに関わるあらゆる情報を集約しました。 

■実施場所： Bホール海側 

 

JGF2021チャリティ募金                                                  

新型コロナウィルスの大きな影響を受けているトーナメント大会、アマチュア競技大会およびジュニア育成

機関などに対し、感染防止対策機器等の提供によって応援をする「感染拡大防止支援チャリティ募金」を実

施します。 

支援先：プロ競技開催に関わる団体（ＧＴＰＡ、ＪＧＴＯ、ＰＧＡ、ＬＰＧＡ） 

     アマチュア競技に関わる団体（ＪＧＡ、ＫＧＡ、ＫＧＵ、ＰＧＳ、ＪＧＣなど） 

支援内容：大会運営に必要な感染対策機器、感染対策グッズ 

  ■実施場所： Cホール中央 

ジャパンゴルフフェア（日本ゴルフ用品協会）ブースにて募金受付 

※１０００円以上の寄付をしていただいた方には、ＪＧＦオリジナルマスク等を進呈。 

 

トーナメントグッズ販売＆入札型チャリティオークションコーナー                                               

  トーナメント会場でしか入手できないトーナメントグッズのチャリティ販売と、ツアープロの愛用品やサイ 

  ン入りグッズのチャリティオークションに入札するコーナー。 多くのプロツアーファン注目の企画です。 

  ※開催中止となった JGF2020への提供商品を中心に展開 



■トーナメントグッズ販売商品提供トーナメント 

（男子ツアー） 

RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント／ダンロップ・スリクソン福島オープン／ 

トップ杯東海クラシック／フジサンケイクラシック／ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 

 

（女子ツアー） 

T ポイントレディース／KKT バンテリンレディスオープン／TOTO ジャパンクラシック／アース・モンダミンカ

ップ／アクサレディスゴルフトーナメント／スタンレーレディスゴルフトーナメント／大王製紙エリエールレデ

ィスオープン／デサントレディース東海クラシック／ニチレイレディス／フジサンケイレディスクラシック／ほ

けんの窓口レディース／宮里 藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント／ヤマハレディースオープ

ン葛城／ヨネックスレディスゴルフトーナメント／ワールドカップレディスチャンピオンシップ サロンパスカッ

プ 

■チャリティオークション商品提供プロ 

（男子） 

浅地洋佑／池田勇太／石川遼／市原弘大／小田孔明／香妻陣一朗／時松隆光／比嘉一貴／藤田寛之／ 

藤本佳則／星野陸也／宮本勝昌／武藤俊憲／森本雄 

 

（女子） 

S.ランクン／青木瀬令奈／淺井咲希／有村智恵／イボミ／河本結／勝みなみ／小祝さくら／申ジエ／ 

渋野日向子／全美貞／畑岡奈紗／ぺソンウ／笠りつ子／脇元華 

 

■チャリティ先 

○トーナメントグッズ販売： ジュニアゴルファー育成基金 

○オークション男子： 高松宮妃癌研究基金 

○オークション女子： 日本盲導犬協会、国土緑化推進機構、がん研究会（ピンクリボン） 

  ■実施場所： Cホール中央 

 

ゴルフ場＆地域観光・物産コーナー                                           

ゴルフツーリズムの視点でゴルフ場の紹介とともに地域の観光および物産を紹介します。 

物産販売が来場者の人気につながり、レギュラー企画として定着しました。 

■出 展：Good Day 北海道（北海道観光振興機構）、神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会 / 三木市ゴ

ルフ協会、スポーツアイランド沖縄 

■実施場所： Cホール山側 

  



主催・関連団体オンラインセミナー  
ゴルフ業界が一堂に集まるゴルフ総合展示会として、関連団体などに拠るセミナーもオンラインにて多数開催

されます。 

 

日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー                                             

■タイトル： ゴルフジャーナリストが見た聞いた、コロナ禍この 1年取材裏話 

■セミナー内容：昨年はゴルフ界も例外にもれず、未曽有の危機に直面した。ゴルフ施設の相次ぐ臨時休

業、トーナメントの自粛ドミノ、東京オリンピック・パラリンピックの開催延期、ワイドショーの

偏向報道、自粛警察の営業妨害・・・。最前線の現場で取材を続けたジャーナリストたちが

この 1 年間を取材ウラ話とともに徹底検証。これから行くべき道を参加者からもチャットで

募りともに考える。 

■日 時：3月 12日（金）11：00～13：00 

■主 催：日本ゴルフジャーナリスト協会（JGJA） 

■講 師：小川朗ほか理事数名。 

■募集定員：100名  

■受講対象：一般 

■参加費： 会員／無料  非会員／１,０００円 

■申込期日：2月 12日(金) 

■配信ソフト：ZOOM 

 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：日本ゴルフジャーナリスト協会  担当：会津大輔（事務局長）  

TEL ： 03-6273-2240     ／FAX ： 03-6273-2240    ／E-mail：info@jgja.jp 

 

市場活性化セミナー                                                        

■タイトル： ゴルフのワクワクを健康経営の視点で 

■セミナー内容 ：  

１部：基調講演：健康経営研究会の平野治副理事長による健康経営とは 

2部：パネルディスカッション ゴルフ活性化のために健康経営の視点をどのように取り込むか 

※パネルディスカッションの後に、参加者との Q&A 

■日 時： 3月 12日(金) 13：00～15：00 

■主 催： ゴルフ市場活性化委員会（GMAC） 

■後 援： 経済産業省 

■登壇者： 健康経営研究会 副理事長平野治氏 

■募集定員： 100名 

■受講対象： GMAC参加団体、一般 

※詳細については下記までお問い合わせください 

 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名： GMAC   担当：嶋崎､新井 

TEL：080-3170-6810      FAX:03-3445-3630     ／E-mail：hisato.shimazaki@gmail.com 

   

mailto:hisato.shimazaki@gmail.com


ゴルフ練習場ビジネスセミナー                                                  

■タイトル：JGRAビジネスセミナー 

■セミナー内容： 

第一部： 基調講演「厳しい将来を生き残るために求められる経営の基本を知る」 

第二部： ＪＧＲＡ経営サービス表彰式 

■日 時：3月 12日(金) 15：30～17：30 

■主 催：全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA） 

■講 師： 基調講演／株式会社ＭＡＴコンサルティング  

代表取締役社長 望月 博愛(もちづき ひろちか) 氏 

■募集定員：200名 

■受講対象：練習場経営者・運営責任者、ゴルフスクール経営者・運営責任者 

■参加費：会員：3,000円／非会員：5,000円 

■申込期日：3月 5日(金) 

■配信ソフト：ZOOM 

 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：全日本ゴルフ練習場連盟／担当者名：山崎博之 

TEL：03-5772-3821／FAX：03-5772-3822／E-mail：info@jgra.or.jp 

 

Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム                                                     

■タイトル：R&A用具規則セミナー 

■セミナー内容： 

・ディスタンスインサイトプロジェクトの進捗 

・２０１０年より前のクラブ(旧溝規則準拠)の２０２４年以降のステータス 

・用具審査提出過程と利害関係者とのかかわり 

■日 時：3月 12日（金）16：00～17：30 

■主 催：日本ゴルフ用品協会 

■講 師：スティーブ・オットー教授 

（R&A エクゼクティブ・ディレクター－ エキップメントスタンダード、最高技術責任者） 

■募集定員：200名 （１人につき１アカウント厳守） 

■受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係者 

■参加費：無料 （会員か非会員のみ必ずご入力ください） 

■申込期日：3月 5日(金)  （先着順 定員になり次第締め切りといたします） 

■配信ソフト：ZOOM 

 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：日本ゴルフ用品協会／担当者名：北川     

TEL：03-3832-8589／FAX：03-3832-8589／E-mail：info@jgga.or.jp 
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ゴルフトライアスロン                                                         

■タイトル 「ゴルフトライアスロンという新競技がもたらすもの」 

 

■セミナー内容：ゴルフトライアスロンがゴルフ界にもたらすものはどのようなものがあるのか？  

ゴルフトライアスロン協会が普及を進める目的と、その先にある新しいゴルフの世界について。 

■日 時：3月 13日(土) 13：30～14：30 

■主 催：日本ゴルフトライアスロン協会 

■登壇者：松尾 俊介（ゴルフトライアスロン協会代表理事） 

■募集定員：100名 

■受講対象：ゴルフ場、ゴルフ練習場、PGA/LPGA,ゴルフメディア、ゴルフメーカー・ショップなどの関係者■

参加費：無料 

■配信ソフト：ZOOM 

※詳細については下記までお問い合わせください 

 

 ◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：日本ゴルフトライアスロン協会／担当者名：松尾•壹岐 

TEL：080-9569-2757／E-mail：info@golftriathlon-japan.com 

 

ゴルフ用品セミナー                                                        

■タイトル：ゴルフ用品セミナー「弾道計測器の運用」 

■セミナー内容： 

クラブ販売やレッスン、練習において弾道計測はほぼ必須となっています。 

計測器の仕組みや、取り込めるデータを知ることで、よりよい理解が可能になります。 

計測における考え方や、計測データとゴルファーがどう向き合うのかのアドバイスをさせていただ

きます。 

■日 時：3月 13日(土) 13：00～14：00 ※講義後質疑応答の時間あり 

■主 催：日本ゴルフ用品協会 

■登壇者：有限会社アンプラス 営業部課長 斎藤 仁 

   ※配信場所はアンプラス伊那開発センターよりオンラインにて行います。 

■募集定員：100名 （１人につき１アカウント厳守）      

■受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係者 

■参加費：無料 

■申込期日：3月 5日(金) （先着順 定員になり次第締め切りといたします） 

■配信ソフト：ZOOM 

 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：日本ゴルフ用品協会／担当者名：北川     

TEL：03-3832-8589／FAX：03-3832-8594／E-mail：info@jgga.or.jp 
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大学ゴルフ授業シンポジウム                                           

■タイトル：大学ゴルフ授業シンポジウム 2021 

■セミナー内容： 

シンポジウムテーマ：ゴルフ授業における Learning over Education 

・趣旨説明、調査報告：北 徹朗（武蔵野美術大学教授） 

 

・特別講演：鈴木タケル（PGA、武蔵野美術大学非常勤講師） 

『ゴルフにおける Learning over Education－PGAプロによるテクノロジーを駆使した大学授業－』 

・オンライン授業令・学習院諾額：高丸 功（学習院大学教授） 

■日 時：2020年 3月 14日(日) 10：00～12：00 

■主 催：一般社団法人大学ゴルフ授業研究会 

■講 師：北 徹朗（武蔵野美術大学） 

鈴木タケル（PGA、武蔵野美術大学非常勤講師） 

高丸 功（学習院大学教授） 

■募集定員：100名 

■参加費：無料 

■申込期日：2月 2日(火) 

■配信ソフト：ZOOM 

 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：大学ゴルフ授業研究会／担当者名：車田いずみ（GEW社） 

TEL：03-3351-1501／FAX：03-3351-1706／E-mail：info@daigaku-golf.org 
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