
お知らせ

2011年6月1日～2012年5月31日
★第１5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。

‘11.6/1
　

‘12.5/31

ワンディレッスン
桂ゴルフ倶楽部（北海道） 8月2日（火）

ハイレベル合宿（高校生以上・上級レベル）

ワンディレッスン
ヒルトップバーディークラブ（千葉県） 8月18日（木）予定

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）

Jr卒業生（18歳以上）でイベン
トの際お手伝い出来る方は登録
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１5期 青木功ジュニアクラブ・青木功クラブ

夏休み

夏休み

予定

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！！

2011年6月発行

サイズ：188㎝×95㎝
ご注文はお電話、または現金書留にて承ります。

大会オフィシャル
チャリティグッズ
ストール（赤・青）
各色 3,000円
（デザインは共通です）。

・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
・ISAO & TERUMASAカップ
ご参加の皆様

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。

青木功プロが大会実行委員を務めた、
『ザ・レジェンド・チャリティプロアマトーナメント』の
大会オフィシャルチャリティグッズを販売
いたします。 売上は全て東日本大震災の
震災遺児支援として、ご寄付させて頂きます。
ご協力お願い致します。

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

　みなさん　おげんきですか？
春恒例ジュニアクラブ春キャンプは、
東日本大震災の影響で残念ですが
中止になりました。
皆さんの周りのかたは、影響はな
かったでしょうか？
　東京近郊でも余震が毎日のように
起き、東京でこのようだから現地の
方々の心細さ不安は、はかり知れ
ません。
それでも、夜が明け 朝に
日々 の生活が始まります。
皆さんも、いいえ みんなが、
昨日より明日、明日より～確実に
毎年のように小学校入学・卒業。
そして中学・高校と変化していくの
です。
区切りごとに希望と夢を持ち、
夢を現実に変えていきましょう。
きっと明日はいいことがあります。
夢がある限りは　きっと！

Vol.２０創刊２０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

夢はきっと！

第１５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。



第３8回ハイレベル合宿

最終日トーナメント

第１４期

茨城県　カバヤゴルフクラブ 2010年8月9日（月）～8月12日（木）

2010年6月1日～2011年5月31日

イベント報告
広大な北海道でのレッスン。
写真を見ただけでも、
のびのびとしたレッスン風景。
機会があったら
参加してみては？

第39回ワンポイントレッスン会
北海道　桂ゴルフガーデン・桂ゴルフコース 2010年8月3日（火）

朝のトレーニング風景。
かなりきついです。

クラブの調整は競技者にとって、
最も大切な事です。

2010年青木功ジュニアクラブ夏合宿
トーナメント結果
開催日：2010年8月12日（木）

順位 プレイヤー名 OUT IN GROSS
優勝 間取 実樹也 35 34 69
準優勝 渡邊 梨央 34 35 69
3位 早藤 将太 34 37 71
4位タイ 清水 優太 37 36 73
4位タイ 長澤 幸治 35 38 73
6位 久能 大紀 40 35 75
7位 小松 拓夢 38 38 76
8位 深澤 佑介 38 39 77
9位タイ 西山 美希 38 40 78
9位タイ 尾崎 翔太 37 41 78
11位 吉田 紫苑 40 39 79
12位タイ 斉藤 亮 41 41 82
12位タイ 藤原 雄基 43 39 82
14位 吉野 達也 42 41 83

優勝  間取 実樹也 さん 準優勝  渡邊 梨央 さん 3位  早藤 将太 さん

スコア提出です。
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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

　みなさん　おげんきですか？
春恒例ジュニアクラブ春キャンプは、
東日本大震災の影響で残念ですが
中止になりました。
皆さんの周りのかたは、影響はな
かったでしょうか？
　東京近郊でも余震が毎日のように
起き、東京でこのようだから現地の
方々の心細さ不安は、はかり知れ
ません。
それでも、夜が明け 朝に
日々 の生活が始まります。
皆さんも、いいえ みんなが、
昨日より明日、明日より～確実に
毎年のように小学校入学・卒業。
そして中学・高校と変化していくの
です。
区切りごとに希望と夢を持ち、
夢を現実に変えていきましょう。
きっと明日はいいことがあります。
夢がある限りは　きっと！

Vol.２０創刊２０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

夢はきっと！

第１５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。


