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第86回　⽇本オープンゴルフ選⼿権
ボランティアスタッフ⼀般募集

⽇本オープンゴルフ選⼿権
ボランティアスタッフ事務局

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
「第86回⽇本オープンゴルフ選⼿権」を琵琶湖カントリー倶楽部にて開催いたします。
開催に伴い、⼤会運営にご協⼒いただける「ボランティアスタッフ」を⼀般募集いたします。
ボランティアスタッフにご参加いただける皆さまは別紙専⽤申込書にてお申込みください。
皆さまのご協⼒を⼼よりお願い申し上げます。

敬具

《⼤会実施要項》
名称 ︓ 第86回　⽇本オープンゴルフ選⼿権
主催 ︓ 公益財団法⼈ ⽇本ゴルフ協会
共催 ︓ NHK

開催コース ︓ 琵琶湖カントリー倶楽部　琵琶湖・三上コース
開催期⽇ ︓ 2021年10⽉14⽇(⽊)〜10⽉17⽇(⽇） ※予備⽇︓10⽉18⽇(⽉）

《ボランティアスタッフ募集要項》
参加期間 ︓ 2021年10⽉11⽇(⽉)〜10⽉17⽇(⽇)　※予備⽇︓10⽉18⽇(⽉）
参加条件 ︓ 2⽇間以上のご参加をお願いいたします

別紙新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策にご同意いただける⽅
業務割振りは複数⽇ご参加の⽅を優先させていただきます
応募多数の場合はお断りさせていただく場合もございますので予めご了承ください

⽀給物品 ︓ ボランティア証・ウェア・キャップ・昼⾷(集合時間により朝⾷⽀給)・⼤会記念品
業務内容 ︓ スコアラー・キャリングボード･マーシャルなど⼤会運営業務(別紙内容ご参照)

ボランティア説明会 ︓ 8⽉下旬〜9⽉中旬に倶楽部ハウスにてボランティア説明会を⾏います。
(新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる場合がございます)

応募⽅法 ︓ 専⽤申込書をFAXしてください(ザ・ヘッドクォーターズ:FAX.06-6430-2871)
募集締切 ︓ 2021年7⽉31⽇(⼟)

《ボランティアスタッフのお申し込み・お問い合せ先》
 ㈱ザ・ヘッドクォーターズ (ボランティア業務委託先)  
〒660-0868 兵庫県尼崎市⻄御園町119番3号6階
TEL︓06-6430-2870/FAX︓06-6430-2871

以上

一般用

cgolf
長方形



　

番号 集合時間

① ホールマーシャル

スタートホール、最終ホール、コース内の横断路などギャラリーの多い場所で、ギャラリーに危険が及
ばない様にかつプレーがスムーズに進⾏できるようにギャラリーを誘導していただきます。
また、プレーがスムーズに進⾏するように打球の⽅向指⽰、ラフに⼊ったボールの球探し業務も含み
ます。
ゴルフ知識は多少必要ですが体⼒は特に必要ありません。

　5:30
(⼟⽇6:00)

② フォアキャディ 競技をスムーズに進める為、OBや進⾏を旗を使って選⼿・キャディに知らせる業務です。
ゴルフ知識は多少必要ですが体⼒は特に必要ありません。

5:30
(⼟⽇6:00)

練習場
(午前)

5:30
(⼟⽇6:00)

練習場
(午後)

11:00
(⼟のみ12:00)

スコアラー
(午前)

5:30
(⼟⽇6:00)

スコアラー
(午後)

9:40
(⼟⽇なし)

キャリングボード
(午前)

6:00
(⼟⽇6:45)

キャリングボード
(午後)

10:00
(⼟⽇なし)

⑦ ボランティア本部
ボランティア本部にて他のサポーターのお世話をしていただきます。
⼤会担当者の補助やお弁当配り等を⾏っていただきます。
ゴルフ知識と体⼒は特に必要ありません。

5:30
(⼟⽇6:00)

⑧ 移動マーシャル
ギャラリーの多い組に18ホールを帯同し、ギャラリーへ危険が及ばない様にかつプレーがスムーズに進
⾏できるようにギャラリーを誘導していただきます。
担当する組は、⼤会サイドで決めさせていただきます。
ゴルフ知識は多少必要で18ホール歩く体⼒が必要です

6:20
(⼟⽇7:10)

スコア速報板
(午前)

6:30
(⼟⽇7:30)

スコア速報板
(午後)

10:30
(⼟⽇なし)

⑩ 希望なし (事務局におまかせ) -

※各業務、スタート時間の変更により集合時間や業務時間が変更になる場合があります。予めご了承ください。
※お申し込み⼈数により、ご希望の業務に添えない場合もございます。
　 応募多数の場合は、お断りさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

⑤
選⼿がラウンドする際、各選⼿のスコアを携帯型のボードに表⽰し18ホールを歩いていただきます。
同じ組のスコアラーと確認しながらスコアが変わる毎に数字札を⼊れ替えます。
担当する組は、⼤会サイドで決めさせていただきます。
ゴルフ知識とキャリングボードを持って18ホール歩く体⼒が必要です。キャリングボード＝約2.4kg

業務内容

③
打撃練習場で選⼿にボールを渡したり、打席の⽚付け、球拾いをしていただきます。
選⼿の練習⾵景を存分にご覧になれます。
ゴルフ知識と体⼒は特に必要ありません。

④

選⼿がラウンドする際、18ホールを帯同し、各選⼿のスコアを携帯端末を使い速報本部へ送信し
ていただきます。
この情報が場内のスコアボードやプレスルーム、テレビ中継に反映されます。
ホールアウト後、選⼿がスコアカードを提出する場にも⽴ち会います。
担当する組は、⼤会サイドで決めさせていただきます。
ゴルフ知識と18ホール歩く体⼒が必要です。

募集締切 ︓ 2021年7⽉31⽇(⼟)　必着

⑥ ギャラリー受付 ギャラリー受付にてチケットのもぎり、プログラムなどの配布をします。 5:30

⑨
速報本部からの連絡を受け、場内のスコアボードの名前やスコア札を⼊れ替えて表⽰します。
ゴルフ知識と体⼒は特に必要ありません。
⼟・⽇は1⽇通し業務になります。

必ず上の数字、① 〜 ⑩ の番号でお申込み下さい。

第86回⽇本オープンゴルフ選⼿権
ボランティアスタッフ業務内容



 
「新型コロナウィルス感染症対策について」 

⽇本オープンボランティア参加同意内容 
 
⼤会では新型コロナウィ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。 
安全な活動のため、下記内容をご確認ください。 
本書内容にご同意いただける⽅のみ、別紙お申込書に必要事項をご記⼊の上、お申し込みいただきま
す様、お願いいたします。 
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いただきます。 
お⼿数をお掛けいたしますが、⼤会参加初⽇に記⼊してご提出ください。 
ご理解、ご協⼒の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

 
                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ⽇本オープンボランティアスタッフ事務局 

【同意確認事項】 
本書内容にご同意いただけない⽅は 

参加キャンセルや参加当⽇でもお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。 

１ 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。 

２ 同居家族に新型コロナウィルス検査にて陽性と診断された⽅がいた場合、参加を辞退すること。 

３ 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。 

４ 
新型コロナウィ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、参加者へご連絡差し上げること。 

５ 
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、業務内容が変更される場
合があること。 

６ 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。 

７ 
コロナウィルス感染対策、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。 

※ご同意いただける場合は、ボランティア申込書下部にご署名願います。 



フリガナ ⾎　液　型   ⽣年⽉⽇
(⻄暦)

性　　　別

⽒　名 男　・　⼥

 (〒　　　　 －　　 　　　　　）

　ご⾃宅

　携帯電話

　勤務先

10／11(⽉)
【練習⽇】

10／12 (⽕)
【練習⽇】

10／13 (⽔)
【練習⽇】

10／14(⽊)
【予選】

10／15 (⾦)
【予選】

10／16 (⼟)
【決勝】

10／17(⽇)
【決勝】

①マーシャル ②フォアキャディ ③練習場 ④スコアラー

第１希望 ⑤キャリングボード ⑥ギャラリー受付 ⑦ボランティア本部 ⑧移動マーシャル

第２希望 ⑨スコア速報板 ⑩希望なし

      良好

備考　　※ご質問・特記事項等ございましたらご記⼊ください。

※個⼈情報の取り扱いについて

＜お申込み・お問い合わせ先＞
㈱ザ・ヘッドクォーターズ (ボランティア業務委託先)  

〒660-0868 兵庫県尼崎市⻄御園町119番3号6階
TEL︓06-6430-2870/FAX︓06-6430-2871

希望業務
(①〜⑩の数字
でご記⼊くださ

い)

記⼊欄

住　　所

電話番号

ご希望⽇

参加いただける2⽇間以上を○でお囲みください。(練習⽇・予選Ｒのご協⼒をお願いします。)

予備⽇にご協⼒いただける⽅は○でお囲みください

10／18（⽉）
【予備⽇】

ボランティア
説明会

8⽉下旬〜9⽉中旬に倶楽部ハウスにて⾏います。
※新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる場合がございます。

健康状態

必ず、どちらかに○をご記⼊ください。
体調に関して不安のある⽅は、内容をご記⼊ください。

※⼤会期間中の体調不良による⼀切の責任は負いか
ねますのでご了承ください。

      不安　（　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ※体調⾯で不安がある場合、軽度な業務に変更させ
ていただきます。

ウェアサイズ ご希望のｻｲｽﾞを○で囲んでください 　Fフリー  ･  XL

お申込みいただきました各種内容は、琵琶湖カントリー倶楽部内ボランティアスタッフ事務局が所有し厳重に管理するとともに、当倶楽部がボランティア運
営業務を委託する⽇本ゴルフ協会指定の㈱ザ・ヘッドクォーターズに共有させていただきます。
また、第86回⽇本オープンゴルフ選⼿権ボランティア運営業務を⽬的として使⽤するもので、ご本⼈様の承諾なく他⽬的での使⽤ならびに第三者への提
供は⼀切ございません。

㈱ザ・ヘッドクォーターズ

FAX:06-6430-2871

2021年       ⽉       ⽇
上記「個⼈情報の取り扱い」と別紙「新型コロナ対策についての参加同意内容」に同意いたします。

第86回⽇本オープンゴルフ選⼿権
ボランティアスタッフ申込書【⼀般募集】

ご署名


