
拝啓　時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて本年度で第５回目となる【ＹＵＫＯ ＧＲＯＵＰ ＰＲＥＳＥＮＴＳ セヴンヒルズカップＫＢＣシニアオープン】が、

昨年に引き続き、佐賀県唐津市にある「福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部」にて、

２０１９年９月２７日（金）・２８日（土）の２日間にわたり、開催されます。

本年度も、大会を盛り上げて頂きたくボランティアスタッフを募集する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

敬具　　　　　

【ボランティア募集要項】
　　期　　　間 ２０１９年９月２７日（金）、９月２８日（土）

　　開催場所 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部

〒８４７－１１０８　佐賀県唐津市七山白木２４０３－３

　　食　　　事 朝食・昼食(弁当）支給予定

　　ウ　ェ　ア 大会オリジナルキャップとウェアをお一人様１ｓｅｔお渡しする予定です。

　　交　　　通 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。〔参加者へ後日ご案内〕

電車の方は、ＪＲ筑肥線　福吉駅よりギャラリーバスを運行予定です。〔参加者へ後日ご案内致します。〕

※電車利用の方は、集合時間の早い業務に間に合わない可能性がございます。

※ギャラリーバスの運行はあくまでも予定となっております。

　その点を考慮した上でお申し込みをお願い致します。

　　応募方法
ボランティア事務局ホームページよりお申込み頂くか、申込用紙に必要事項をご記入の上、
下記ボランティア事務局までＦＡＸまたは郵送にてご返信下さい。

※定員枠を超えて希望のあった業務に関しては、２日間参加の方を優先させて頂く場合がございます。

※キャリングボード等、人数制限のある業務に関しては、多数のお申込みがあった場合、

　当日抽選にて業務を決定する場合がございます。その際希望と異なる業務になる場合がございますが、予めご了承下さい。

【業務決定通知書について】

応募締切後、９月上旬頃の発送を予定しております。

【お問合せ先】

〒６６０－０８６８　兵庫県尼崎市西御園町１１９－３－６Ｆ　(株)ザ・ヘッドクォーターズ内

第５回 セヴンヒルズカップＫＢＣシニアオープン　ボランティア事務局　宛

ＨＰアドレス　http://www.hq-kobe.co.jp　　ＴＥＬ　０６－６４３０－２８７０　　ＦＡＸ　０６－６４３０－２８７１

応募締切日：７月３１日（水）
締切日前に定員に達した場合は、キャンセル待ちでの受付となります。

ボランティアスタッフ募集のご案内

ＦＡＸで返信される場合は、正常に届かない場合がありますので、

到着確認のご連絡をお願い致します。

ＦＡＸ ０６－６４３０－２８７１



業務

　　　※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・スコアボード等）に

　　　　なる事もあります。予めご了承ください。

　　　※「⑩ハーフチェック」「⑪スコアカード運搬」の二つの業務は参加人数によって

　　　　兼務していただく可能性がございます。予めご了承ください。

【 お問い合わせ】 株式会社ザ・ヘッドクォーターズ内　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）

⑨ドリンク係 決められた場所で、選手に飲み物を渡して頂く業務です。

⑦現在地ボード 決められた場所で、選手の現在プレー位置を表示します。 不要

⑧速報本部
速報本部にて、ホールマーカーから入ってくるスコアをまと
めて頂く業務です。

⑪スコアカード運搬
ホールアウトした組のスコアカードをコピーし、指定された
場所に配布します。

⑫おまかせ
特に希望のない方は「おまかせ」をお選び下さい。
事務局で業務割振りを致します。

⑩ハーフチェック
各選手の９ホール終了時点のスコアを確認して頂く業務で
す。

①ボランティア本部
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、欠員が出た場合のサポートなどをして頂きます。

業務内容

⑥スコア速報板
決められた場所で、上位選手のスコアをボードに表示しま
す。
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やや必要

やや必要

不要

ゴルフ経験

不要

不要

⑤フォアキャディ
ブラインドホールや池周辺でボールの確認や競技進行のお手
伝いをします。

【ボランティア業務内容】

②スコアラー
選手に随行し、各ホール毎にスコア状況を連絡します。
１８ホールの連続業務となります。

③キャリングボード
最終５組に随行し、テレビ中継ホール回り、選手のスコアを
掲示した小型のボードをギャラリーに表示します。

④ホールマーシャル
　　＆カート誘導

ギャラリーの多い固定の場所にて、ギャラリーやカートの誘
導をして頂く業務です。

不要

不要

不要

必要

不要

不要



（予定）

① ボランティア本部 6:00

② スコアラー 6:00

③ キャリングボード 6:30

④ ホールマーシャル＆カート誘導 6:20

⑤ フォアキャディ 6:10

⑥ スコア速報板 6:50

⑦ 現在地ボード 6:30

⑧ 速報本部 6:40

⑨ ドリンク係 6:30

⑩ ハーフチェック 8:30

⑪ スコアカード運搬 10:00

⑫ おまかせ

合　　計

必ずこの欄の番号を申込書にご記入下さい。

上記の中から希望業務を選択し、別紙の申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

集合時間は変更になる可能性がございます。目安としてご利用下さい。

尚、正式な集合時間は業務決定通知書（９月上旬頃）にて、ご案内をさせて頂きます。

※募集定員や集合時間、業務内容につきましては、天候やその他の理由で変更になる可能性があります。

　予めご了承の程、お願い申し上げます。

※「⑩ハーフチェック」「⑪スコアカード運搬」の二つの業務は参加人数によって、

　兼務していただく可能性がございます。予めご了承ください。
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【ボランティアスタッフ募集業務時間表】

業務番号 業務内容
集合時間 9/27（金） 9/28（土）

金

6 名

土

名4 名4

6 名

18 名 18 名

5 名名

10 名

6 名

6 名

名

6 名

6 名

10

4 名 4 名

3 名3 名

名

65 名 70 名

名

4 名 4 名

名44 名



※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。 受付Ｎo．

ﾌﾘｶﾞﾅ

申込者
氏名

 

〒

自宅ＴＥＬ ：　 　　　（　　　　）

自宅ＦＡＸ ：　 　　　（　　　　） 携帯ＴＥＬ ：　 　　　（　　　　）

緊急時  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　   　（　　　      　　  　　　　　）

連絡先

交通手段

下記の日程から参加可能日に○を入れてください。

募集人数の都合により、ご希望の業務に付けない場合がございますので予めご了承下さい。

希望される業務を下記空欄に別紙の業務時間表の中から選んで業務番号をお書き下さい。

         ※募集定員を超えて多くのお申込を頂いた場合、１日のみのお申込の方は希望業務 によっては

　       お申込をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承の上、お申込をお願い致します。

※「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。

ご記入頂きました個人情報は、大会運営会社ブリヂストンスポーツ株式会社「以下（運営会社）と称す」が所有し、運営会社が委託する

株式会社ザ・ヘッドクォーターズ「以下（管理者）と称す」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、「セヴンヒルズカップKBCシニアオープン」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運営会社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。また、個人情報の

委託については、管理者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、管理者からの情報・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。

　運営会社：ブリヂストンスポーツ株式会社　　　　　　　　管理者：株式会社ザ・ヘッドクォーターズ　０６－６４３０－２８７０

参加可能日
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＊　ボランティア申込書 ＊

男　 ・ 　女

生年月日 : 西暦　     　　年　　月　　日

年齢 （　　　　　）才

9/28（土）

ボランティア
ＩＤ

㈱ザ・ヘッドクォーターズのＩＤを
お持ちの方はご記入下さい。

ゴルフトーナメント
ボランティア経験

有　・　無

9/27（金）

ウェアサイズ
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部
コースメンバーの方は□に✔印を付けて下さい□Ｍ  ・  Ｌ  ・  ＬＬ

○を付けて下さい

送付先　FAX　０６－６４３０－２８７１

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。

以前にご担当された業務名

希望業務
第１希望 第２希望 第３希望

御住所

　 －　  　　　　　－　　　　　　　　　携帯・勤務先・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

車 　・　他の車に乗り合わせ（駐車券不要） ・　二輪車 　・ 　電車

備考


