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２０２２年４月吉日 

 

ボランティア募集につきまして 
 

拝啓 

陽春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

弊社では３年ぶりに女子プロゴルフトーナメント「北海道 ｍｅｉｊｉ カップ」を下記の通り開催す

る運びとなりました。 

つきましては、ボランティアとして大会運営にご協力いただきたくご案内申し上げます。同封の申込

用紙に必要事項をご記入の上、６月１０日（金）までに大会事務局へご返送願います。 

尚、お申し込み多数の場合、担当していただく業務内容の変更や、ボランティア協力をお断りする場

合がございますので予めご了承願います。 

また、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、大会運営を実施いたします。 

つきましては、「ボランティア参加誓約書」に同意いただける方のみ、お申し込みをお願い致します。 

敬具 

記 

■名  称 北海道 ｍｅｉｊｉ カップ 

■主  催 北海道文化放送、北海道新聞社、北海道新聞 HotMedia 

■公  認 一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会 

■後  援 北海道、北海道教育委員会、北広島市、北広島市教育委員会 

日本ゴルフ協会、北海道ゴルフ連盟 

■特別協賛 明治グループ 

■競技運営 ブリヂストンスポーツ株式会社  

■開 催 日 ２０２２年８月２日（火）指定練習日 

・・・・・・・・・・・・・  ３日（水）指定練習日 

・・・・・・・・・・・・・・・４日（木）プロアマ大会 

・・・・・・・・・・・・・・・５日（金）大会第１日（予選ラウンド） 

６日（土）大会第２日（予選ラウンド） 

７日（日）大会第３日（決勝ラウンド） 

■開催場所 札幌国際カントリークラブ島松コース 

北広島市島松４９‐５ 電話０１１‐３７６‐２２２１ 

■応募締切 ６月１０日（金） 

以上 
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■ボランティア募集要項 北海道 ｍｅｉｊｉ カップ 

◆ボランティアを含めた運営スタッフは「ご来場のお客様に大会を楽しんでご覧いただく」、「参加選手に気

持ち良くプレーしていただく」を基本的な心構えとして運営にあたります。「選手に会いたい」「プレーを

見たい」という気持ちでの参加はご遠慮願います。 

１．名  称 北海道 ｍｅｉｊｉ カップ 

２．主  催 北海道文化放送、北海道新聞社、北海道新聞 HotMedia 

３．公  認 一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会 

４．後  援 北海道、北海道教育委員会、北広島市、北広島市教育委員会 

日本ゴルフ協会、北海道ゴルフ連盟 

５．特別協賛 明治グループ 

６．競技運営 ブリヂストンスポーツ株式会社  

７．開 催 日 ２０２２年８月２日（火）指定練習日 

・・・・・・・・・・・・  ３日（水）指定練習日 

・・・・・・・・・・・・・・４日（木）プロアマ大会 

・・・・・・・・・・・・・・５日（金）大会第１日（予選ラウンド） 

６日（土）大会第２日（予選ラウンド） 

７日（日）大会第３日（決勝ラウンド） 

８． 開催場所 札幌国際カントリークラブ島松コース 

北広島市島松４９‐５ 電話０１１‐３７６‐２２２１ 

９．業務内容 同紙４ページ目を参照願います。業務は登録時のご希望業務を基に決定いたします。 

①希望者多数の場合は担当業務の変更、若しくは参加をお断りする場合もございますので 

ご了承願います。 

②複数日希望の方を優先させていただく場合がございます。 

10．応募方法 ①ボランティア登録希望の方は、大会事務局まで資料をご請求下さい。事務局より申込用紙

を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、事務局へ返送して下さい。 

②大会公式ホームページからもご応募いただけます。 

アドレス http://uhb.jp/sports/golf/ 

応募手順  上記ホームページ画面→ボランティア募集→ボランティア応募フォーム 

※応募完了後に、登録完了メールが届きます。 

11．応募締切 郵    送＝６月１０日（金）必着 

ホームページ＝６月１０日（金）深夜２３：５９締切 

※ＦＡＸでの受付はしておりません。 

12．服  装 ①業務中は常にマスクを着用願います。 

②襟付き上着とチノパン等のスラックス（ジーパン・Ｔシャツ・ジャージ等は不可） 

③靴は運動靴・ソフトスパイクシューズ（革靴・メタルスパイク不可） 

④雨具・タオルは各自でご用意願います。（業務中、傘の使用は不可） 

⑤スタッフベスト・キャップを配布します。（大会終了後、回収します） 

⑥雷が発生する場合もありますので、華美な貴金属の着用はお控え下さい。 

⑦腕時計を着用願います。

⑧天候の変化に対応できるよう、着替えや靴の予備を持参いただくと便利です。 

⑨小さいリュックサックやウエストポーチがあると便利です。 
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■ボランティア募集要項 北海道 ｍｅｉｊｉ カップ 

 

13．集合時間 集合時間は業務により異なります。詳細は同封資料をご参照の上、ご自分のご都合に合う業

務をご希望下さい。公共交通機関でご来場の方は特にご注意下さい。 

14．解散時間 解散時間は各業務終了毎（天候・競技状況により変更あり）に解散となりますが、概ね 

１７時とお考え下さい。 

15．交通手段 ①自家用車で来場 

大会期間中、臨時駐車場を設ける予定です。 

②公共交通機関で来場 

大会期間中、ＪＲ北広島駅、札幌市営地下鉄福住駅より会場までギャラリー送迎バスを

運行します。詳細は下記項目 18 の送付資料にてご案内致します。 

※指定練習日・プロアマ大会の日程は送迎バスの運行はしませんのでご注意下さい。 

16．集合場所 コース内に設置するボランティア本部へ集合していただきます。詳細は下記項目 18 の送付 

資料にてご案内致します。 

17．そ の 他 ①運営スタッフ（ボランティア含む）は公平な立場で大会運営を行います。特定の選手を 

応援することはご遠慮下さい。 

②カメラ・ビデオ・携帯電話での撮影、選手にサインを求める行為は禁止です。 

③携帯電話は必ず電源を切るか、マナーモードにして下さい。 

④大会間近のキャンセル、連絡無しのキャンセルは運営に支障が生じますので、 

業務確定後のキャンセルは極力ご遠慮願います。  

キャンセルされた方は、次年度以降のご参加を検討させていただきます。  

       ⑤ボランティアの募集は１８歳以上の健康な方を対象としております。（高校生を除く） 

⑥お申し込みは「ボランティア参加誓約書」に同意していただいた方のみとさせていただき

ます。 

18．次回資料送付（７月上旬予定） 

７月上旬頃に、担当業務案内や、交通手段・駐車場等が記載された資料を送付致します。 

 

19．個人情報の取り扱いについて 

①登録のために入手した個人情報は、大会事務局が責任をもって管理します。 

②入手した個人情報は、大会運営に関する業務及び今後のボランティア募集に使用します。  

③大会開催の為に必要な情報を共催者や運営会社に通知する場合を除き、登録いただいた 

個人情報を、第三者に開示することはありません。 

20．健康管理の注意 

長時間、屋外での業務となりますので、事前からご自身での体調管理を宜しくお願いします。 

 

21.ボランティア懇親ゴルフコンペについて 

       本年もボランティア参加者を対象としたゴルフコンペの実施を検討中です。 

（２０２２年秋開催予定） 

ボランティア申込用紙の「ボランティアコンペ」欄の該当する箇所に○を付けてください。 

実施する場合は、コンペのご案内とコンペ申込用紙を後日発送いたします。 

 お問い合わせ・お申し込み  

北海道 ｍｅｉｊｉ カップ大会事務局 ボランティア募集担当：越澤・植田 

〒０６０‐８５２７ 札幌市中央区北１条西１４丁目 ㈱トップ・クリエーション 
ＴＥＬ（０１１）２１４‐５２２５（平日９：３０～１７：３０）  
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■ボランティア業務内容 北海道 ｍｅｉｊｉ カップ 

ポジション 業務内容 

選手受付 朝、クラブハウス受付にて、選手の通過状況をチェックする業務です。 

ボランティア本部 ボランティアの方々の受付業務及び、本部のお手伝いをする業務です。 

ギャラリーサービス 入場口やインフォメーションでの来場者対応や、ギャラリープラザでのイベント

（チャレンジコーナー・スナッグゴルフ・チャリティフォト・パターチャレンジ・

キッズコーナーなど）のお手伝い。 

ホールマーシャルＡ・Ｂ 

（A・Bの違いは業務開始

時間の違いです。） 

ギャラリー（来場のお客様）が安全に楽しく観戦できるように、また選手がプレ

ーしやすいように誘導・整理する業務です。 

「お静かに」と書かれたボードを携帯し、ティーイングエリアやグリーン周辺な

どでプレーを見ながらの作業が中心です。プレーがスムーズに行われるための重

要なポジションです。 

スコアラー 選手と一緒に１ラウンド（１８ホール）を歩き、各選手のホール毎のスコアを速

報本部に連絡する業務です。 

その情報を基にスコア速報板に掲示したり、順位ボードに掲示したり、競技運営

上ポイントとなる仕事ですが、ある程度ゴルフの知識があれば出来ます。 

※説明会を実施予定。詳細は決定次第お知らせいたします。 

フォアキャディ コース内の前方が見えないホールにて、ショットを打てるかどうか、選手に合図

する業務です。また、ボールの行方が分かりづらい場合は、ＯＢかどうか確認し

たり、ボールを捜したりします。選手のプレーのサポート役です。 

キャリングボード 選手と一緒に１ラウンド（１８ホール）を歩き、各選手のスコア状況を速報板に

掲示し、ギャラリー（来場のお客様）にリアルタイムで知らせて歩く業務です。 

スコアラーとスコアを確認しながら、ギャラリーにアピール願います。 

速報ボード ギャラリーやプレーヤーの為に、コース内で上位１０名程度の選手のスコアをボ

ードに表示する業務です。速報本部からの情報で選手名やスコアの板を差し込み

ます。（Ｎｏ.１７グリーンなどに設置） 

スコアカード運搬 アテスト（スコアチェック）を終了した各組選手のスコアカードをコピーし、Ｔ

Ｖや報道関係など各セクションに配布する業務です。 

練習場 練習場で選手に練習ボールを渡す係りです。空箱の片付けやボール拾いなど結構

大変ですが、プロのショットを間近で見ることが出来ます。 

※業務日程は、８月 ５日（金）～７日（日）の３日間。 

選手受付は、８月 ４日（木）～７日（日）の４日間。 

練習場は、８月 ２日（火）～７日（日）の６日間。 



　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まいります。

安全な活動の為、下記内容をご確認ください。

本書内容にご同意頂ける方のみ、別紙お申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み　

頂きます様よろしくお願い致します。

※本書内容にご同意頂けない方は、参加キャンセルや参加当日でもお断り頂く場合が

　ございますので予めご了承ください。

業務決定案内の発送時に、問診票・検温記入表を同封させて頂きます。

お手数をお掛け致しますが、大会参加初日にご提出ください。

ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、大会の方向性が急遽変更となった場合、

　人数及び業務の制限をさせていただく場合がございます。

※決定した担当業務によって新型コロナウイルス感染予防対策のため、

　検査にご協力をいただく可能性がございます。

　詳しくは、次回資料送付時にご案内致します。（７月上旬予定）

1

3

6

7

北海道ｍｅｉｊｉカップ大会事務局

業務内容が変更される場合があること。

心身ともに健康であり、大会期間中も自己責任の下、体調に留意し、健康管理をすること。

コロナウイルス感染対策、熱中症、打球事故、カート事故、落雷等の危険を十分に理解し、

主催者、運営スタッフその他関係者の指示を遵守するとともに、自ら安全確保に最善の注意を図ること。

ボランティア参加誓約書

参加を辞退すること。

マスクを持参し、来場時・業務中（状況に応じて）・退場時常にマスクを着用すること。

新型コロナウイルス感染リスクがあることを承諾した上で参加すること、

また感染リスクを含むあらゆるリスク、損失においてご自身による自己責任であること。

万が一、感染が確認された場合、調査機関への情報開示、他参加者へご連絡差し上げること。

開催方式の変更や健康状態等により、ボランティアの参加をお断りする場合や、

下記内容を確認の上、同意します。

4

5

8

ご自身または親族の方で大会の直近１ヶ月海外への渡航歴がある場合、参加を辞退すること。

万が一、業務中に体調不良となった場合、速やかに大会事務局に申し出ること。

2
同居家族に大会の直近１ヶ月新型コロナウイルス検査にて陽性と診断された方がいた場合、
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