
 

 

 

 

報道関係各位                                                   2017年 12月吉日 

 

 

 

 
 
   

 

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（以下「PGM」）は、今後のゴルフ業界発展のために欠かせない、    

「グリーンキーパー」の育成を目的とした公開講座 『第 13 回 PGM CM アカデミー』 を、2018 年 1 月 29 日（月）～  

2 月 2（金）の 5 日間に渡り、「クリアビューゴルフクラブ＆ホテル」（千葉県野田市）、「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）にて開催いたします。 

（※CMは Course Maintenanceの略称です） 

『第 13 回 PGM CM アカデミー』のプログラム構成は、PGM の社内システムや社内ルールを教える社内講義編、 

各専門分野のエキスパートによる社外講義編、実際のゴルフ場にてグリーンの物理性調査などを行う屋外実習編の 

3部構成としています。 

 

今年も、全国の PGMグループゴルフ場から選抜されたコース管理スタッフを中心に、総勢 49名が受講予定です。 

 

PGM では今回の『第 13 回 PGM CM アカデミー』をはじめ、ゴルフ業界の将来を担う人材育成の機会を積極的に    

創出することで、ゴルフ業界の更なる発展に貢献してまいります。 
 
 

報道関係の皆さまへ『第 13回 PGM CMアカデミー』を公開いたします。 

ご興味のある方は、事前にご連絡をいただけましたら、 

1月 30日（火）～2月 2日（金）の講義と実習を、ご取材・聴講いただくことが可能です。 

ご取材もしくは聴講をご希望される場合は、添付の FAX返信用紙にご記入の上、お申し込みください。 
 

 

 

■『第 13回 PGM CMアカデミー』 プログラム概要 

（※プログラムの詳細につきましては次頁をご参照ください） 

 ＜講義編＞ 

・グリーンキーパーの職域と担当職務について 

・オペレーションとコース管理、労務管理について 

・コース管理に関するコースセッティングとゴルフルール 

・設備投資の事例、コース管理に伴う計画管理と予算 

・芝草について（芝生の基礎から管理技術など） 

・土壌、肥料について(土壌環境の基礎や肥料の定義、主要成分など) 

・気象学について 

・病害虫防除について（発生要因から防除体系など） 

・雑草管理と芝草成長について（除草剤や植物成長調節剤など） 

・散水目的と設備、管理機械と安全管理について 

 ＜実習編＞ 

・グリーンの物理性調査（透水性、コンパクションなど） 

・コース管理機械の見学（総武カントリークラブ 総武コース、コース管理棟） 

 

ゴルフ業界の将来を担う芝草管理のエキスパート「グリーンキーパー」の人材育成公開講座 

『第 13回 PGM CMアカデミー』 開催のご案内 
日時 ： 2018 年 1 月 29 日（月）～2 月 2 日（金） ※ご取材・聴講可能日 30 日（火）～2 月 2 日（金） 

会場 ： クリアビューゴルフクラブ＆ホテル（千葉県野田市）、 

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） 

パシフィックゴルフマネージメント株式会社 

〒110-0015 東京都台東区東上野一丁目 14 番 7 号 アイエムタワー 

URL: http://www.pacificgolf.co.jp/ 

昨年の講義風景 

昨年の実習風景 



 

■『第 13回 PGM CMアカデミー』 スケジュール      ※講義・実習のご取材・聴講可能（1月 30日～2月 2日） 

 

日付 時間 講義名 

1 月 29 日（月） 
＜社内座学＞ 

12:55-13:55 グリーンキーパーの職域と担当職務 

14:05-15:05 オペレーションとコース管理のコミュニケーション 

15:15-16:15 労務管理 

16:25-17:10 コース管理に関係するコースセッティングとゴルフルール 

17:20-18:05 設備投資の取り組み事例 

18:15-19:00 コース管理計画と予算 

1 月 30 日（火）※ 
＜座学＞ 

10:40-12:10 芝草総論 

13:00-14:30 芝草管理技術 

14:40-16:10 基礎土壌学 

16:20-17:50 基礎肥料学 

18:00-19:00 気象学 

1 月 31 日（水）※ 
＜座学＞ 

8:00-9:30 農薬総論 

9:40-10:40 芝草病害管理 

10:50-11:50 芝草害虫管理 

12:40-13:40 植物成長調整剤（PGR) 

13:50-14:50 芝草雑草管理 

15:00-16:00 散水目的と散水設備 

16:10-17:40 管理機械 

17:50-18:50 安全管理 

2 月 1 日（木）※ 
＜試験・屋外実習＞ 

8:10-9:10 試験 Ⅰ  

9:20-10:20 試験 Ⅱ  

12:30-15:00 屋外実習（総武カントリークラブ 総武コース） 

16:00-16:40 屋外実習（KOSHIGAYA GOLF CLUB） 

2 月 2 日（金）※ 
＜講演・結果発表＞ 

10:00-10:50 
PGMコース管理部長 荒田洋史 講話 

3年後の自分～決意～ 

11:10-11:50 試験結果発表 

11:50-12:05 田中社長講話 

 

■「クリアビューゴルフクラブ＆ホテル」概要 

所在地 ： 千葉県野田市瀬戸 548 （TEL：04-7138-2121） 

アクセス ： 【車の場合 】 常磐自動車道 柏 IC より 10 分 

         【電車の場合】 JR 常磐線「柏」駅下車（上野駅より約 30分） 

つくばエクスプレス「柏たなか」駅下車（秋葉原駅より約 36 分） 

アクセスマップ ： http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/info.asp 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 PGM 広報グループ 永岡/髙野/伊藤/朴（パク） TEL. 03-4413-8500 

 オズマピーアール  大島/宮田  TEL. 03-4531-0285 

【PGM公式サイト】 URL ： http://www.pacificgolf.co.jp/ 

http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/info.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お手数ですが、受講希望もしくは、ご取材の際には、下記の項目にご記入の上、 

1 月 24日（水）までに FAXにてご返送下さいますようお願いいたします。 

     □取材希望 

     □聴講希望 

     □（現地取材・聴講不可のため）広報資料/広報画像を希望する 

貴媒体名  

貴社名  

ご芳名  

ご同行人数                  名（ご本人除く） 

TEL／FAX TEL：                  / FAX：                  

当日のご連絡先 

（携帯番号） 
 

ご来場時間 

30日（火）      時頃～    時頃まで 

31日（水）      時頃～    時頃まで 

1日（木）      時頃～    時頃まで 

2日（金）      時頃～    時頃まで 

ご取材内容 

※ご希望のご取材内容にチェックをお入れください 

□ 講義の様子 

□ PGM社内講師へのインタビュー（内容：               ） 

□ 事務局へのインタビュー（内容：                    ） 

□ その他（内容：                                   ） 

ご連絡欄  

※返信用紙に記載の個人情報は、本アカデミーおよび他の広報活動のためにのみ利用し、 

 それ以外の目的で利用することはございません。 

『第 13回 PGM CMアカデミー』 ご取材・聴講申込書 
 

日時 ： 2018年 1月 30日（火）～2月 2日（金） 

会場 ： クリアビューゴルフクラブ＆ホテル（千葉県野田市） 

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） 

ＦＡＸ返信用紙 
FAX ： 03-3263-5623（返信専用） 

㈱オズマピーアール 宮田、大島 行 

TEL ： 03-4531-0285 


