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■概要 

・開 催 日  ： 2019年 1月 28日（月）～2月 1日（金） 
・開 催 場 所  ： 「クリアビューゴルフクラブ＆ホテル」（千葉県野田市）および 
     「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印西市） 
      「KOSHIGAYA GOLF CLUB」（埼玉県吉川市） 
・受 講 者  ： 48名（PGM社内選抜 39名、社外 9名） 
・試験合格者人数  ： 41名（PGM社内選抜 33名、社外 8名） 
 
※試験内容 ： 1月 28日（月）から 30日（水）までの 3日間、芝草に関する普遍的な理論や 

基礎知識のほか、管理職として必要な知識を得るための講義を行い、 
前半（50問）、後半（50問）の合計 100問の学科試験を実施。 

 
PGM では、この試験に合格することを、グリーンキーパー（以下、GK）や、 
アシスタントグリーンキーパー（以下、AGK）職に昇格するための一条件としている。 

 
＜『第 14回 PGM CMアカデミー』 講義概要＞ 
『PGM CM※アカデミー』開催5日間のうち3日間は、芝草に関する最新の学術的な知識、普遍的な理論、

基礎知識を中心とした基礎講義、PGM 独自のコース管理ノウハウとマネージメントスキルについての講義を行い
ました。 

4 日目は午前中に学科試験、午後からは「総武カントリークラブ 総武コース」および「KOSHIGAYA GOLF 
CLUB」での屋外実習を行い、最終日となる 5 日目には、代表取締役社長の田中耕太郎より、学科試験  
合格者の表彰と、社内受講者へ向けて激励のコメントが贈られました。 

 ※CM とは、コースメンテナンスの略称 
 
■広報写真  ：  別紙をご参照ください。 
 
（広報写真一部） 
 
 
 
 
 
 
 
 

集合写真 受講風景 屋外実習風景 



 
■関係者コメント 

▽パシフィックゴルフマネージメント株式会社 

代表取締役社長 田中 耕太郎（たなか こうたろう） 

 

＜『PGM CM アカデミー』受講者へ向けたコメント＞ 

GKや AGKになるための条件、資質は大きく 2 つあると考えております。1 つ目は「技術的な知識や経 

験」です。特に芝草に関しては、日々勉強が必要です。マニュアルどおりにはいきません。基本をベースに日々の状況を勘案して対応していくことが必

要です。コース管理の知識があるだけではいけません。職場の仲間からの信頼はもちろん、労務管理をはじめとする社内システムについての理解も

重要です。2 つ目は「コミュニケーション能力」です。支配人、副支配人、キャディマスター、レストランマネージャーなど、他部署の人とも、しっかりコミュ

ニケーションが取れる力を培ってください。明日以降、皆さんが所属するゴルフ場の GK が、今、何を考えどんなことをしているのか？今まで以上に全

体像を見ながら業務に就いていただくと、必ず違った風景が見えてくるはずです。それが皆さんの成長に繋がると確信しています。ゴルフ場の生命線

はコースです。皆さんの成長が会社（PGM）の成長に繋がります。 

 

 

▽パシフィックゴルフマネージメント株式会社 

運営本部 本部長 古畑 利宏（ふるはた としひろ） 

 

＜『第 14回 PGM CM アカデミー』 開催趣旨・目的 

 コースメンテナンスの重要性とＧＫへの期待＞ 

「ＣＭアカデミー」は 2006 年から毎年開催しており、今年で 14 回目の開催となります。本講義の目的は、コース管理部門の幹部職であるＧ

Ｋ、ＡＧＫの養成促進・コース管理業務（全般）に必要な「知識」の習得です。参加者につきましては、従前はエリア定員制でしたが、3 年前よ

りエリアに固執せず 1 年～3 年以内にＡＧＫ・ＧＫへの昇格が期待される人財へと対象を変更しており、即戦力集中研修という位置付けとして

います。ＧＫを含むゴルフ場幹部職の若返りは全社的な課題でもあり、成長戦略のひとつでもある「M＆A の積極的取組み」という点においても、

若い人材の幹部職への登用は必要不可欠であります。 

ゴルフ場の責任者である支配人にとって最も重要な相棒は「ＧＫ」（グリーンキーパー）です。ＧＫはコース管理における「知識」と「技術」だけで

なく、ゴルフ場幹部職としての「マネージメント能力」、「統率力」「コミュニケーション力」、「判断力」が重要です。 

 
 
▽パシフィックゴルフマネージメント株式会社 

運営本部 コース管理部 部長 

荒田 洋史（あらた ひろし） 

 

＜『第 14回 PGM CM アカデミー』 に関して＞ 

 『PGM CM アカデミー』は、GK・AGK の育成を目的とした、PGM グループの社内人材育成における取り組みの一環で開催している公開講座で

す。将来、GK・AGK となり、活躍を期待する人材を育てるための研修制度として、コース管理及び、芝草に関する知識習得を主な趣旨に設定し

て開催しています。今回で 14 回目となり、すでに現役 GK の約６割、AGK の約９割はこのアカデミー出身者となっています。将来的には全 GK・

AGK が、『PGM CM アカデミー』出身者（合格者）となり、一貫したコース管理スキルを持ち合わせた質の高い人材に成長することを期待してい

ます。また、PGM グループだけに留まらず、国内全体のゴルフ場のコースクオリティが向上し、日本のコース管理の発展に繋がるためにも、今後もこの

アカデミーを継続して実施することで、より一層ゴルフ業界にコミットしていきたいと考えています。 

 

※参考資料（2018/2/13現在） 

『PGM CM アカデミー』の社内総受講者数は 425名（複数回参加及び退職者も含む） 

試験合格者の内、PGM グループゴルフ場 現 GK 71名（全体の約 59.3％）、現 AGK 99名（全体の約 86.8％） 



 

■受講生コメント 

 

学科試験 1位  

「千葉国際カントリークラブ」（千葉県長生郡） 

金髙 亮（かねたか りょう） 

 

5日間に渡り、「PGMCM アカデミー」に参加させていただきありがとうございました。私の経験 

だけでは説明できないことが多々ありましたが、今回の CM アカデミーを受講したことで科学的 

な根拠に基づいた知識を勉強することができました。 

この経験を今後の仕事に活かし、コース管理・会社全体・ゴルフ業界全体の発展に努めたいと思います。 

 

 

学科試験 1位 

「滋賀ゴルフ倶楽部」（滋賀県甲賀市） 

山田 大介（やまだ だいすけ） 

 

今回、この様な機会を設けて下さった運営の方々、推薦して下さった ACD,GM、GK、所属 

クラブの皆さまに感謝申し上げます。私自身、初日のグループワークにおいて初対面の皆様と 

コミュニケーションをとる事ができた事で、講義中以外にも食事中なども楽しく過ごすことができ 

ました。それが今回の結果につながったと思っています。本当にありがとうございました。 
※ACDはエリアコースディレクター（地域統括 GK）の略称 

 

 

学科試験 3位  

「新千歳カントリー倶楽部」（北海道千歳市） 

水戸 洋平（みと ようへい） 

 

北海道エリアから唯一参加させていただきました。緊張もありましたが、事務局の方々の細か 

な配慮のおかげで集中して受講することができました。今後、自コースに戻ってからも学んだ 

ことを生かし、より良い AGK・GK を目指してコースに寄与していきたいと思います。ありがとうございました。 
 

 

学科試験 3位  

「柳井カントリー倶楽部」（山口県柳井市） 

平原 栄治郎 （ひらばら えいじろう） 

 

5日間、様々な講義を受けさせて頂きました。またいろいろな人から多様なコースのお話を 

聞くことができて大変貴重な経験をさせていただきました。合格はしましたが、まだまだ知識、 

経験とも不足している事を痛感しましたので、過信することなく、アカデミーで習った事を糧とし、さらに応用してこれからの作業に役立てていきたいと

思います。本当にありがとうございました。 

 



 

■『第 14回 PGM CMアカデミー』 スケジュール  
 

日付 時間 講義名 講師名 

1月 2８日
（月） 
＜講義＞ 

12:55-13:55 グリーンキーパーの職域と担当職務 PGM コース管理部 
エリアコースディレクター 佐藤 雅彦 

14:05-16:05 アイスブレイク・グループワーク PGM コース管理部部長 荒田 洋史 

16:15-17:00 労務管理 PGM 人事部 藤乗 昌好 

17:10-17:55 オペレーションとコース管理のコミュニケーション 
PGM 富貴ゴルフ倶楽部 
グリーンキーパー 渡辺 弘一 

18:05-18:50 コース管理計画と予算 PGM コース管理部 
エリアコースディレクター 末永 康弘 

1月 29日
（火） 
＜講義＞ 

8:00-9:00 気象学 PGM コース管理部 
エリアコースディレクター 高井 真希 

9:10-10:40 芝草総論 東洋グリーン株式会社 
農学博士 木村 正一 先生 10:50-12:20 芝草管理技術 

13:10-14:40 基礎土壌学 東洋グリーン株式会社 
農学博士 趙 徹 先生 

14:50-15:50 基礎肥科学 サンアグロ株式会社 岩本 哲 先生 

16:00-17:30 芝草施肥技術 PGM コース管理部部長 荒田 洋史 

17:40-18:40 安全管理 PGM コース管理部 
エリアコースディレクター 深井 徹 

1月 30日
（水） 
＜講義＞ 

8:00-9:30 農薬総論 株式会社理研グリーン 
農学博士 早川 敏広 先生 

9:40-10:40 芝草病害管理 株式会社理研グリーン 
グリーン研究所 堀田 佳祐 先生 

10:50-11:50 芝草害虫管理 シンジェンタジャパン株式会社  
青柳 岳人 先生 12:40-13:40 植物成長調整剤（PGR) 

13:50-14:50 芝草雑草管理 株式会社ユニカス・パートナーズ 
島野 貢 先生 

15:00-16:00 散水目的と散水設備 株式会社荒田商会  
吉川 昌治先生 

16:10-17:40 管理機械 PGM コース管理部 
エリアメカニック 佐藤 浩 

17:50-18:50 ゴルフコースにおける危機管理体制 PGM コース管理部部長 荒田 洋史 

1月 31日 
（木） 
＜試験・ 
屋外実習＞ 

8:10-9:10 試験 Ⅰ  
事務局（各 50問） 

9:20-10:20 試験 Ⅱ  

12:20-14:30 屋外実習（総武カントリークラブ 総武コース） エリアコースディレクター/エリアメカニック 

16:00-17:00 屋外実習（KOSHIGAYA GOLF CLUB） エリアコースディレクター/エリアメカニック 

2月 1日 
（金） 
＜講義・ 
結果発表＞ 

8:30-9:40 [TOPICS]2019年ゴルフ新ルールについて PGM コース管理部副部長 桜井 克義 

10:00-10:40 試験結果発表 
PGM 代表取締役社長 田中 耕太郎 

10:40-10:55 講和 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 
PGM広報グループ                大嶋/伊藤/田中          TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール                 及川/大島              TEL. 03-4531-0285 
【PGM公式サイト】 URL ： http://www.pacificgolf.co.jp/ 
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