
お知らせお知らせ

第１４期のレッスン・キャンプの予定です。それを念頭に入会更新をお願いします。
詳細につきましては決まり次第、都度お知らせします。

2010年6月1日～2011年5月31日
★第１４期  ジュニアクラブ年間予定★

更新手続きのお知らせ

新メンバーカードをお送りします。

‘10.6/1
　

‘11.5/31

ジュニアキャンプ（小学4年生以上）
ザ・ロイヤルオーシャン（茨城県）

ワンディレッスンin北海道
桂ゴルフ倶楽部（北海道）

ハイレベル合宿（高校生以上 上級レベル）
カバヤゴルフクラブ（茨城県）

ワンディレッスンin千葉
ヒルトップバーディクラブ（千葉県）

ワンディレッスンin岡山
鬼ノ城ゴルフ倶楽部（岡山県）

Jr卒業生でイベントの際お手
伝いできる方は登録をお願い
します。
※春休み、夏休みに時間の余裕が出来た
　際にお願いします。

ボランティア登録

各イベントで撮影した写真は、カレンダー等に掲載させて頂く事がありますのであらかじめご了承下さい。

写真は最近のものを２枚用意してくださ
い。証明写真でなくても、スナップ写真で
かまいません。１枚は事務局保存、もう１
枚はメンバーカード用として使用しますの
で、違う写真２枚でもかまいません。イン
ターネットからの更新もできます。

第１４期 青木功ジュニアクラブ・青木功クラブ

夏休み

夏休み

秋

春休み

春休み

◆◆◆協力ゴルフ練習場リスト◆◆◆

使用させて頂く際は、ジュニアクラブ会員カードをフロントの方に見せてください。そしてジュニアクラブのみんなには、あいさつ、後片付け、使用させ
ていただく感謝の気持ちを忘れないでね！！

2010年6月発行

サイズ ： １４・１６・１８
カラー ： ホワイト・ピンク・ブラック

グローブ
1,500円
（送料含む税込価格）

※ネームの刻印は受付できま
せんのでお近くのゴルフショップ
等で個々にお願いいたします。

ネームタグ
1,150円
（送料含む税込価格）

青 木 功
モ デ ル
グ ッ ズ

・アメリカンエキスプレス
インターナショナルInc 様
・メナードカントリークラブ 様
・長谷川 昌守 様
・中部日本放送 様

いつもありがとうございます。ジュニアイベント、
活動費に大切に遣わせていただきます。

東久留米ゴルフセンター
東京都東久留米市本町3-1　Tel：0424-71-2952

打席料無料

打席料無料

打席料無料

ワールドゴルフセンター
東京都小平市花小金井3-18-3　Tel：0424-61-3110

川口グリーンゴルフ
埼玉県川口市根岸3152　Tel：048-286-1010

武里ゴルフセンター
埼玉県春日部市大枝553　Tel：048-735-0853

鶴ヶ島マンモスゴルフセンター
埼玉県鶴ヶ島市上広谷670-1　Tel：0492-85-2763

ヒルトップバーディークラブ
千葉県佐倉市木野子大山362　Tel：043-485-5721

梨香台ゴルフガーデン練習場
千葉県松戸市高塚新田320　Tel：047-392-9311

ザ・ロイヤルオーシャン
茨城県鉾田市大蔵200　Tel：0291-39-7511

センチュリーゴルフ
茨城県牛久市柏田町清水台3590-1　Tel：0298-74-5380

筑波ジャンボゴルフセンター
栃木県宇都宮市西刑部町1951-1　Tel：028-656-6776

荒川ゴルフクラブ
福島県いわき市平上荒川字林作58-5　Tel：0246-28-2502

フジゴルフセンター
静岡県富士市柚木336　Tel：0545-61-9167

ザ・モール春日井ゴルフヤード
愛知県春日井市浅山町3-3-19　Tel：0568-56-0012

タカラゴルフプラザ
愛知県海部郡七宝町大字安松5-150　Tel：052-441-8420

スポーツガーデン　イーグル
愛知県尾張旭市井田町3-70　Tel：0561-53-1233

ウッドツーゴルフクラブ
岐阜県多治見市大針町塩井戸672-1　Tel：0572-29-1383

青葉台ゴルフクラブ
奈良県奈良市奈良阪町2573-1　Tel：0742-24-4527

東京都

埼玉県

千葉県

茨城県

栃木県

福島県

静岡県

愛知県

岐阜県

近　畿

ボール代半額・2時間打ち放題 1200円

入場料無料・1 時間1000円のところ500円

9H ミニコースラウンド料 無料

入場料・ボール代半額

平日1R ジュニア料金5000円（保護者同伴、セルフ、目土袋持参、要予約）

1000円打ち放題

1000円打ち放題

全日520円で125球（入場料込み）

1コイン　50球サービス

入場料無料・ボール代（土、日、祝）11円→6円　（平日）8円→5円

1.打ち放題（90分800円・300球まで）
2.ジュニア会員同伴家族は割引有（特典対象：小学生～中学3年生まで）

ボール単価　得値

ジュニア会員料金・「青葉台ジュニアクラブ」例会 月6回開催

1．月/3,000円にて1日1時間打ち放題（小学生300円・中学生500円）
2．ジュニア会員の保護者は会員料金  3．毎週日曜日2班に分けて18時30分から45分レッスン

足ながおじさん

青木功　オフィシャルホームページ　http://www.isaoaoki.com

青木功ジュニアクラブ事務局・〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-23-17　電話：03-3421-6273　Fax：03-3421-5517

イベントでの写真を
ご希望の方は1枚￥100で
ご提供させて頂きます。

青木 功

まぶしいもの
このクラブにゅーすを手に取るころは、冬季オリンピックの興奮も落ち着いた頃だと思う。
今年のにゅーすは早いと気付いた子もいると思うが、更新時期に来期のおおよその予定を知らせたかった。
春のキャンプは小学４年生から、関東近辺の子はもう何回も来ているのだが、地方の子がせっかくメンバー
になっても会えず悪いと思っている。
春のキャンプは一泊二日、短いのだが正しく基本を学ぶ。これを一番にかんがえている。
らくする近道でなく、遠回りでも正しくおぼえる。それをしっかり学んでほしい。　
昨年は初の八ヶ岳で上級者の合宿をした。
年齢もレベルもたかく、三泊四日のゴルフづけの毎日だった。
ゴルフづけといっても、ラウンドはするが、それだけでない多様な知識を学んだと思う。
青森の学校では、やはりどの子も真剣なまなざしでレッスン・話を聞く。
すべての子が、今していることに情熱がもてるよう、これからも力をかしていきたいと思う。

Vol.１９創刊１９号

青木功ジュニアクラブ事務局 〒154ー0002　東京都世田谷区下馬1－23－17　
電話：03－3421－6273　Fax：03－3421－5517



第３５回ワンポイントレッスン会

今年はカメラマンもみえて写真はバッチリ！

第１３期

北海道　桂ゴルフガーデン・桂ゴルフコース 2009年7月30日（木）

2009年6月1日～2010年5月31日

イベント報告イベント報告

どこへ行ってもどの子にも
そこまでするー
熱心なレッスン。
それって宝物だと思います。

第３６回ハイレベル・夏合宿in八ヶ岳
2009年8月4日（火）～7日（金）山梨県　八峯苑鹿の湯・富士見高原ゴルフコース

朝のストレッチ
夜のストレッチ＆レクチャー

初のハイレベル合宿。
プロも教える力が入り、いつも以上に熱心に。アスリート目線のレッスンです。
参加するみんなもそれに応え、心身共に大人に成長していくことでしょう。

第３７回ワンポイントレッスン会
青森県　夏泊ゴルフリンクス 2009年10月14日（水）

第１３回ジュニアキャンプ
茨城県　ザ・ロイヤルオーシャン 2010年4月1日（木）～2日（金）

予期せぬレッスン会に大歓迎されました・・・プロ談

桜が見たく今年は４月に。
今年は寒く、桜は見られませんでした。でも、みんなの笑顔は“桜”以上です。
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埼玉県川口市根岸3152　Tel：048-286-1010

武里ゴルフセンター
埼玉県春日部市大枝553　Tel：048-735-0853

鶴ヶ島マンモスゴルフセンター
埼玉県鶴ヶ島市上広谷670-1　Tel：0492-85-2763

ヒルトップバーディークラブ
千葉県佐倉市木野子大山362　Tel：043-485-5721

梨香台ゴルフガーデン練習場
千葉県松戸市高塚新田320　Tel：047-392-9311

ザ・ロイヤルオーシャン
茨城県鉾田市大蔵200　Tel：0291-39-7511

センチュリーゴルフ
茨城県牛久市柏田町清水台3590-1　Tel：0298-74-5380

筑波ジャンボゴルフセンター
栃木県宇都宮市西刑部町1951-1　Tel：028-656-6776

荒川ゴルフクラブ
福島県いわき市平上荒川字林作58-5　Tel：0246-28-2502

フジゴルフセンター
静岡県富士市柚木336　Tel：0545-61-9167

ザ・モール春日井ゴルフヤード
愛知県春日井市浅山町3-3-19　Tel：0568-56-0012

タカラゴルフプラザ
愛知県海部郡七宝町大字安松5-150　Tel：052-441-8420

スポーツガーデン　イーグル
愛知県尾張旭市井田町3-70　Tel：0561-53-1233

ウッドツーゴルフクラブ
岐阜県多治見市大針町塩井戸672-1　Tel：0572-29-1383

青葉台ゴルフクラブ
奈良県奈良市奈良阪町2573-1　Tel：0742-24-4527

東京都

埼玉県

千葉県

茨城県

栃木県

福島県

静岡県

愛知県

岐阜県

近　畿

ボール代半額・2時間打ち放題 1200円

入場料無料・1 時間1000円のところ500円

9H ミニコースラウンド料 無料

入場料・ボール代半額

平日1R ジュニア料金5000円（保護者同伴、セルフ、目土袋持参、要予約）

1000円打ち放題

1000円打ち放題

全日520円で125球（入場料込み）

1コイン　50球サービス

入場料無料・ボール代（土、日、祝）11円→6円　（平日）8円→5円

1.打ち放題（90分800円・300球まで）
2.ジュニア会員同伴家族は割引有（特典対象：小学生～中学3年生まで）

ボール単価　得値

ジュニア会員料金・「青葉台ジュニアクラブ」例会 月6回開催

1．月/3,000円にて1日1時間打ち放題（小学生300円・中学生500円）
2．ジュニア会員の保護者は会員料金  3．毎週日曜日2班に分けて18時30分から45分レッスン

足ながおじさん

青木功　オフィシャルホームページ　http://www.isaoaoki.com

青木功ジュニアクラブ事務局・〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-23-17　電話：03-3421-6273　Fax：03-3421-5517

イベントでの写真を
ご希望の方は1枚￥100で
ご提供させて頂きます。

青木 功

まぶしいもの
このクラブにゅーすを手に取るころは、冬季オリンピックの興奮も落ち着いた頃だと思う。
今年のにゅーすは早いと気付いた子もいると思うが、更新時期に来期のおおよその予定を知らせたかった。
春のキャンプは小学４年生から、関東近辺の子はもう何回も来ているのだが、地方の子がせっかくメンバー
になっても会えず悪いと思っている。
春のキャンプは一泊二日、短いのだが正しく基本を学ぶ。これを一番にかんがえている。
らくする近道でなく、遠回りでも正しくおぼえる。それをしっかり学んでほしい。　
昨年は初の八ヶ岳で上級者の合宿をした。
年齢もレベルもたかく、三泊四日のゴルフづけの毎日だった。
ゴルフづけといっても、ラウンドはするが、それだけでない多様な知識を学んだと思う。
青森の学校では、やはりどの子も真剣なまなざしでレッスン・話を聞く。
すべての子が、今していることに情熱がもてるよう、これからも力をかしていきたいと思う。
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