ゴルフで楽しく認知症予防
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狭山日高ICより約3km
鶴ヶ島ICより約4.5km
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埼玉県日高市高萩1203
到着順に、スタートしますので、
お好きなお時間にご到着ください。
15：45でプレーは終了です。

頃

参加費用

１,５00

対 象 者

WAGクラブ会員様 限定

定

３０名（申込先着順・ご本人様よりお申し込みください）

員

円

７月 ６日（月）～ 2020年 ８月 ３１日（月）

申込期間

2020

実施内容

① ５ホール（予定）・2人1ボール・歩きでのラウンド

年

② 練習会（ワンポイントアドバイス付）
持 ち 物

クラブ（手持ちでのプレー）、シューズ、グローブ（必要な方）、ティー、
ボール（ご用意もあります）、帽子、タオル、飲み物等

新型コロナウイルス感染予防対策について
この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当協議会では下記のように対応いたします。
本イベントは国のガイドラインに従って運営いたしますが、感染リスクをゼロにすることは
困難でありますことから、感染リスクがあることをご承諾いただいた上でのご利用をお願い
申し上げます。
１．開催日の状況により、イベントを中止することがあります。
２．感染防止対策として、以下のことを実行いたしますのでご協力をお願いします。
① イベントは全て屋外で実施します。
ません。

③

② 集合時間の設定、開閉会式は実施いたし

手洗いを推奨します。

④

アルコール消毒薬を設置します。

⑤ 当日、以下に該当する方は、参加を自粛してくださいますようお願いいたします。
ｲ）過去14日間に発熱37.5℃以上がある ﾛ）過去14日間に倦怠感・息苦しさを感
じたことがる ﾊ）咳、痰が絡む、咽頭痛、倦怠感がある ﾆ）過去2か月間に海外
渡航歴、感染者との濃厚接触、感染が多発した施設・イベントに行ったことがある。
⑥ 屋外でも密にならないよう、人との間隔を２メートル以上あけてください。
⑦ 熱中症防止のため、マスクは人との間隔が十分に取られている場合に限り、外してい
ただいても構いませんが、２メートル未満の距離で会話をする場合は着用してください。
⑧ 用具類の貸し借りは厳禁です。

■ お申込み・お問合せ
ウィズ・エイジングゴルフ協議会 事務局：福地
TEL ０３－６２６４－１３３０ 平日 10：00 ～ 17：00

2019年12月6現在

WAGクラブ会員の特典として、以下の施設で優待がうけられます。特典内容は施設へお問
い合わせください。ご利用当日は、オレンジ色のWAGカードを施設へご提示ください。
● 練習場
都道府県
埼玉県

栃木県

施設名

住 所

電 話

ファーストレイトゴルフ練習場

比企郡ときがわ町五明428

0493-65-3636

クリスタルゴルフガーデン東松山

東松山市石橋1694-1

0493-26-0345

グリーンヒルゴルフクラブ

吉見町黒岩825

0493-54-4981

埼玉スポーツセンター

所沢市南永井1116

042-944-2277

霞ゴルフプラザ

川越市笠幡162-1

049-233-2741

ゴルフプラザデイヒルズ

日高市北平沢592

0429-85-3041

日高ゴルフレインジ

日高市大谷沢9-1

042-989-2685

富士ゴルフリンクス

新座市野火止3-15-19

048-481-1122

西上尾ゴルフガーデン

上尾市小敷谷407

048-726-0520

ゴルフパル大宮

さいたま市見沼区南中丸952

048-686-5656

三兄ゴルフ 指扇センター

さいたま市西区大字中釘15

048-624-1755

西大宮ゴルフガーデン

さいたま市西区宝来549

048-623-7555

鴻巣ジャンボゴルフセンター

鴻巣市新井745-2

048-569-2351

武里ゴルフセンター

春日部市大枝553

048-735-0853

蕨ゴルフクラブ

蕨市南町1-7-17

048-441-5059

カゴハラゴルフクラブ

熊谷市三ヶ尻3652

048-532-2852

江南ゴルフクラブ

熊谷市須賀広645-1

048-536-3655

パインウッドゴルフガーデン

熊谷市久保島1125

048-533-5331

高萩ゴルフセンター

日高市高萩1348-1

042-989-5621

ゴルフパートナー日高練習場

日高市森戸新田97

042-985-8588

ゴルフパートナー日高プラスワン練習場 日高市日下鹿山488-1

042-985-0001

ゴルフパートナー川越インドア練習場

川越市越小仙波919-1

049-227-3095

PGA TOUR SUPERSTORE 入間店

入間市宮寺2982

04-2968-8971

ゴルフヒルズYAITA

矢板市中1041

0287-43-5230

西の森ゴルフパーク

宇都宮市駒生町1780-1

028-652-3344

フラワーヒルズゴルフクラブ

下野市国分寺1380

0285-44-4433

東那須ゴルフ練習場

那須塩原市北和田93

0287-65-3628

東松苑ゴルフ倶楽部 練習場

足利市駒場町1234

0284-91-1661

神奈川県 ＡＳＣゴルフ練習場（大相模CC隣接） 愛甲郡愛川町三増1764-4

046-281-4122

● ゴルフ場
都道府県
栃木県

施設名

住 所

電 話

小山ゴルフクラブ

小山市大字喜沢1140

0285-22-0975

鹿沼プレミアゴルフ倶楽部

鹿沼市下久我1820

0289-65-8211

鹿沼カントリー倶楽部

鹿沼市藤江町1545-2

0289-75-2131

鹿沼72カントリークラブ

鹿沼市楡木町1475

0289-75-2111

栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

栃木市細堀町376

0282-28-1070

足利カントリークラブ飛駒コース

佐野市飛駒町4025

0283-66-2201

足利カントリークラブ多幸コース

佐野市飛駒町6380

0283-66-2121

那須伊王野カントリークラブ

那須郡那須町伊王野591

0287-75-0211

東松苑ゴルフ倶楽部

足利市駒場町1234

0284-91-1661

愛甲郡愛川町三増1764-4

046-281-1181

神奈川県 大相模カントリークラブ

♪ WAG会員優待プラン ♪
WAGカードをご提示ください！

練習場利用９０分 1,200円（平日・休日問わず）

① WAG会員・お友だちもOK！
対象店舗
②

ゴルフパートナー日高練習場・ゴルフパートナー日高プラスワン練習場

WAG会員限定
対象店舗

ショップ利用１０％OFF

PGA TOUR SUPERSTORE

※対象商品は店舗にてご確認ください。

入間店

③ WAG会員限定 プロによるレッスン料無料！
対象店舗

打席料無料！（1回限り・要予約）

ゴルフパートナー日高練習場・ゴルフパートナー日高プラスワン練習場

◎ お問い合わせは各店舗にお電話ください。
ゴルフパートナー日高練習場

TEL 042-985-8588

ゴルフパートナー日高プラスワン練習場

TEL 042-985-0001

PGA TOUR SUPERSTORE

入間店

TEL 04-2968-8971

埼玉県日高市WAGスクールのご案内
WAG認定スクールが埼玉県日高市で再開します。受講生は皆さまと一緒にWAG会員としてゴルフを
お楽しみいただけますので、ぜひご家族、ご友人へご紹介ください♪
WAG会員の皆さまももち
ろん受講できます！
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練習場
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練習場

練習場

練習場

ゴルフ場

ゴルフパートナー日高練習場
埼玉県日高市森戸新田９７ TEL：042-985-8588
ゴルフ場
日高カントリークラブ
埼玉県日高市高萩１２０３ TEL：042-989-1311
1,000円 × ８回
日高市ゴルフ連盟、日高カントリークラブ
株式会社ゴルフパートナー
埼玉県日高市
8月3日（月）～ 8月31日（月）12：00

◎ 日高市スクールのお申込み・お問合せ先
ゴルフパートナー日高練習場店

TEL：０４２ー９８５－８５８８

