
第55回目を迎える「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」は、9月8日～11日の4日間の予定で
城陽カントリー倶楽部（京都府）にて開催いたします。大会運営を支えて頂くトーナメントスタッフの皆様を
募集させて頂きます。是非ご家族・ご友人をお誘いの上、ご応募下さい。

トーナメントスタッフ大募集!

ボランティア募集案内 お申し込み方法

業務決定通知書について

各自、お越し下さい。お車の方は、ボランティア
駐車場をご用意しております。（後日ご案内）
※電車でご参加の方は送迎バスの都合上、木曜、金曜は「遅番」
業務でお申し込みください。

大会ポロシャツとキャップを配布する予定です。
（ポロシャツは２日以上連続参加者に２枚配布予定です）

朝食・昼食（弁当）
※遅番の集合の方には朝食はございません。

城陽カントリー倶楽部
〒610-0121　京都府城陽市寺田奥山1-46
TEL：0774-52-2525

2022年9月8日（木）～9月11日（日）期　　間

開催場所

食　　事

ウ ェ ア

交　　通

※申し込み多数の場合は希望業務に付けない場合があります。また1日のみの
ご参加の場合、お断りをさせて頂く場合がございます。

※スコアラー・キャリングボード等、人数枠に制限のある業務については、多数
のお申し込みがあった場合、当日抽選にて業務を決定させて頂きます。

※抽選の結果、希望の業務と異なる業務（ホールマーシャル・フォアキャディ等）に
なる事もあります。予めご了承ください。

業務に関するお問い合わせ
株式会社ザ・ヘッドクォーターズ内
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 ボランティア事務局
TEL：06-6430-2870 平日10：00～17：00（土・日・祝は休み）

8/4（木）
参加申込応募締切日

募集スケジュール

FAX：06-6430-2871
FAX

郵送

事務局ホームページ

FAX番号をお間違えにならないよう、お確かめの上、ご送付願います。

〒660-0868　兵庫県尼崎市西御園町119-3-6F
株式会社ザ・ヘッドクォーターズ内
日本女子プロゴルフ選手権大会
ボランティア事務局　宛

事務局ホームページ、FAXもしくは郵送にて
お願いいたします。

皆様のお申し込み終了後、8月下旬頃の発送を予定して
います。

http://www.hq-kobe.co.jp

8/4（木）募集締切

最終案内を送付（8月下旬）

日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
9月8日（木）～11日（日）

2022年9月8日（木）～11日（日） 城陽カントリー倶楽部



業
務
番
号

業務名 集合
時間

9／8木・9金 9／10土・11日
業務内容

定員 業務時間（予定） 定員 業務時間（予定）

① ボランティア本部 5：20 4名 5：30 ～18：00 4名 5：30 ～18：00 ボランティア本部で他のボランティアの方の
受付補助・本部内の清掃をします。

② スコアラー（早番） 5：40 22名 6：30 ～13：30 20名 6：30 ～16：00 18ホール選手に随行し、携帯機器を使用して
ホール毎に選手のスコアを連絡します。③ スコアラー（遅番） 10：00 22名 11：30 ～18：00

④ キャリングボード（早番） 5：50 22名 6：30 ～13：30 20名 6：30 ～16：00 18ホール選手に随行し、選手のリアルタイムの
スコアをギャラリーへ掲示します。⑤ キャリングボード（遅番） 10：20 22名 11：30 ～18：00

⑥ ホールマーシャル（早番） 5：50 30名 6：30 ～12：30 50名 6：30 ～16：00 ギャラリーの多い固定の場所にて
ギャラリー誘導・整理をします。⑦ ホールマーシャル（遅番） 10：40 30名 12：00 ～18：00

⑧ スコアボード（早番） 5：50 4名 6：30 ～12：30 4名 7：00 ～16：00 上位選手、組ごとの現在地を
スコアボードに表示する係。⑨ スコアボード（遅番） 10：40 4名 12：30 ～18：00

⑩ ドライビングディスタンス（早番） 5：50 10名 6：30 ～13：00 10名 6：30 ～16：00
指定ホールで全選手の飛距離を計測します。

⑪ ドライビングディスタンス（遅番） 10：40 10名 13：00 ～18：00

⑫ フォアキャディ（早番） 5：50 20名 6：30 ～12：30 20名 6：30 ～16：00 競技進行上、必要な箇所で打球確認・旗の掲出・
設置を選手に対して行います。⑬ フォアキャディ（遅番） 10：40 20名 12：00 ～18：00

⑭ 練習場（早番） 5：30 6名 6：00 ～13：00 6名 6：00 ～13：00 ドライビングレンジ及びバンカー、アプローチ練習場で
選手へのボールの受け渡し・打席の清掃・ボールの
回収等を行います。⑮ 練習場（遅番） 11：00 6名 12：00 ～18：00 6名 12：00 ～18：00

（土曜日のみ）

⑯ ギャラリーイベント（早番） 5：50 6名 6：30 ～12：30 6名 7：00 ～16：00 ギャラリーに対するイベント（催事）運営の
サポート業務です。⑰ ギャラリーイベント（遅番） 10：40 6名 12：00 ～18：00

「個人情報の取扱いについて」 
ご記入頂きました個人情報は、大会運営会社（株）ダンロップスポーツエンタープライズが所有し、（株）ダンロップスポーツエンタープライズが委託する（株）ザ・ヘッドクォーターズが厳重に管理し、保管するものと致し
ます。皆様からお預かりする個人情報は、「第55回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」のボランティア運営、ボランティア案内、ボランティア管理、大会パンフレットなどの掲載及び（株）ダンロップスポーツ
エンタープライズが係るその他ゴルフトーナメントやゴルフイベントに関する連絡を目的に利用するもので、目的用途以外での使用や、第三者に使用させたりすることは一切ありません。また、ボランティアの参加者の写真
及び映像については、ウェブサイト及びSNSやボランティア募集媒体及び雑誌への掲載、関係者への配付、TV番組での放映に利用させて頂きます。但し、緊急時において、医療機関や行政機関への連絡のため、書面
もしくは口頭にて、医療機関や行政機関に提供致します。また、個人情報の委託については、当社の厳重な管理の下で行います。枠内につきましては全項目をご記入下さい。尚、ご本人の個人情報の提出は任意です。ただし、
正しく提出されない場合は、当社からの情報・ボランティア案内ができない場合があります。本件に関する個人情報の取り扱いの相談及び利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用停止・消去につきましては、
恐れ入りますが下記までお申し出下さい。
「個人情報保護管理責任者」　株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ　管理本部 副本部長
「苦情・相談窓口」　株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ　管理本部内　苦情・相談窓口　TEL 0797-31-1618　平日10：00~17：00（土･日･祝･年末年始は休み）　FAX 0797-31-1286

「新型コロナウイルス感染予防対策について」 
大会では、新型コロナウイルス感染予防対策に十分対応して大会運営に臨んでおります。つきましては、別紙「ボランティア参加同意書」にご同意いただける方のみお申込下さい。

「新型コロナウイルス感染予防対策・個人情報について」にご同意の上、ご応募ください。

業務表の中から希望業務を選択し、該当番号をご記入の上
お申し込み下さい。
※「新型コロナウイルス感染予防対策・個人情報の取扱いに
ついて」にご同意の上、ご応募ください。

番号をお間違えのないよう、お確かめの上、ご送付願います。

第1希望

参加
希望日

9/8
（木）

9/9
（金）

9/10
（土）

9/11
（日）

第2希望

第3希望

<記入例> 8 × 14 3

ウェアサイズ（男性サイズのみとなります）

S   ・   M   ・   L   ・   LL

ボランティアスタッフ　参加申込書
※下段の「個人情報の取扱いについて」にご同意の上、ご応募ください。

備　考

※定員に達した業務については、1日のみのご参加の場合、お断りをさせて頂く場合がございます。ご了承ください。
※スコアラー・キャリングボード等、人数枠に制限のある業務については、多数のお申し込みがあった場合、当日抽選にて業務を決定する場合があります。
※抽選の結果、希望の業務と異なる業務（ホールマーシャル・フォアキャディ等）になる事もあります。予めご了承ください。
※募集定員や集合時間、業務時間、業務内容につきましては、天候やその他の理由で変更の可能性があります。

業務によって集合時間を早番・遅番の2部制にしておりますので、ご都合に合わせてお選び下さい。
尚、正式な集合時間は業務決定通知書において、ご案内をさせていただきます。（8月下旬頃）

必ずこの欄の番号を申込書にご記入下さい

第55回 日本女子プロゴルフ選手権大会
コニカミノルタ杯　ボランティア事務局行 FAX：06-6430-2871

FAX：06-6430-2871送付先

申込者
氏名

緊急時
連絡先

所属／ID

男　・　女

メンバー   ・   一般

ご自宅以外の連絡先を登録してください。　　ご本人との関係（　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　ー　　　　　ー 携帯 ・ 勤務先 ・ その他（　　　　　　　　）

車 　・ 　他の車に乗り合わせ（駐車券不要） 　・ 　バイク／自転車 　・ 　電車 　・ 　徒歩
※電車でご参加の方は送迎バスの都合上、木曜、金曜は「遅番」業務でお申し込みください。

ボランティア
ＩＤ

生年月日 ： 西暦 年 月 日

所属

〒 ■自宅TEL

■携帯（本人）

年齢（　　　　才）

御住所

交通手段

フリガナ

㈱ザ・ヘッドクォーターズの番号を
お持ちの方はご記入下さい。

（　　　　　　）　　　　　　ー

　　　　　　ー　　　　　　ー


