
●大会名称 センチュリー 21 レディスゴルフトーナメント2019

●期　　間 2019年7月26日（金）～ 7月28日（日）
●開催場所 石坂ゴルフ倶楽部

〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24
TEL：049-296-2525

●集合時間 午前の部6：00～ /午後の部10：00（予定）
※ 上記の集合時間はあくまでも予定ですので、目安としてください。
また職種によっては集合時間が異なる場合がございます。
　正確な集合時間は業務確定通知と共にお知らせいたします。

●食　　事 昼食（弁当）
※午前集合の方には朝食もご用意いたします。

●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。
　（参加者に後日ご案内）
※ 電車利用の方は、東武東上線高坂駅よりギャラリー送迎バスをご利用
できますが、早番の集合時間に間に合わない可能性がございます。
その点を考慮した上でのお申し込みをお願いいたします。

○主　　催 株式会社センチュリー 21・ジャパン
○公　　認 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
○後　　援 埼玉県・坂戸市・鳩山町・東松山市
○企　　画 株式会社ジェイアール東日本企画
○競技運営 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ

■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・ボランティア
本部内の清掃、ボランティア本部全体をサポートしていただきます。

■スコアラー 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。

■キャリングボード 歩くスコア速報板。18ホール続けての連続業務です。

■固定ギャラリー整理 ギャラリーの多い固定の場所にて、ギャラリーの誘導・整理をします。

■ドライビングディスタンス 指定ホールで選手の飛距離を計測します。

■スコアーボード 場内に設置されているスコア速報板を成績順に並び替えます。

■練習場 ボール拾い等の業務。ゴルフ通には最も人気業務です。

■ギャラリーサービス イベントコーナーでの案内や誘導、清掃などの業務です。

■医療スタッフ補助 コース内を周回して、ギャラリー、ボランティア、アルバイトスタッフへの
熱中症注意喚起や看護活動。　※資格保有者のみ

ボランティア募集要項  Volunteer execution outline

ボランティア職種内容　Volunteer job content

※ 7/26金～ 7/28㊐の
　いずれかで2日以上の
　ご参加をお願いいたします。
　募集定員を超えた場合は、申込
日時に関係なく3日間ご参加い
ただける方から優先に受付させ
ていただく場合がございます。

※希望職種については、定員を
超えた場合、お断りさせていた
だく場合や、当日に業務の抽選
を行う場合がございますので、
ご了承ください。

業務確定
通知書に
ついて

皆様のお申し込み終了後、
6月下旬の発送を予定しています。

お申込み
方法

▶FAX先 06-6430-2871
▶郵送先 〒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
 ボランティア事務局　宛

裏面の申込用紙又は、インターネットhttp://www.hq-kobe.co.jpより、必要
事項をご記入の上、お申しみください。また、郵送される場合は必ずコピーを
お取りになり、コピーの保管をお願いします。

お問い
合わせ先

センチュリー 21 レディスゴルフトーナメント
ボランティア事務局
（株式会社 ザ・ヘッドクォーターズ内）
▶TEL 06-6430-2870
    平日10：00-17：00（土日祝は休み）

※FAXまたは
   郵送にて
   お申し込み
   ください。

トーナメントボランティア
スタッフ
募集 FAX 06-6430-2871お申し込みは

参加申込
応募締切

5月24日金



トーナメントボランティアスタッフ　参加申込書

参加申込
応募締切

5月24日金
業務
番号 業種 ゴルフ

知識
集合時間
（予定）

業務開始時間～終了時間
（予定）

26日（金） 27日（土） 28日（日）
定員（予定） 定員（予定） 定員（予定）

① ボランティア本部 △ 6：00 6：15～ 18：00 4 4 4
② スコアラー ○ 6：00 7：10～ 16：30 36 36 18
③ キャリングボード ○ 6：15 7：10～ 16：30 20 20 20
④ 固定ギャラリー整理（早番） △ 6：15 6：30～ 11：00 30 40

60⑤ 固定ギャラリー整理（遅番） △ 9：00 10：00～ 15：30 30 40
⑥ ドライビングディスタンス（早番） △ 6：30 6：30～ 12：30 12 12

12⑦ ドライビングディスタンス（遅番） △ 12：00 12：30～ 17：00 12 12
⑧ スコアボード（早番） △ 6：45 7：30～ 11：30 10 10

10⑨ スコアボード（遅番） △ 10：00 11：30～ 15：30 10 10
⑩ 練習場（早番） × 6：00 6：15～ 11：00 7 7 7
⑪ 練習場（遅番） × 11：30 12：00～ 17：00 7 7
⑫ ギャラリーサービス（早番） × 7：30 8：00～ 12：00 6 6

8
⑬ ギャラリーサービス（遅番） × 11：30 12：00～ 17：00 6 6
⑭ 医療スタッフ補助（早番） × 7：30 8：00～ 12：30 2 2

4
⑮ 医療スタッフ補助（遅番） × 11：30 12：00～ 17：00 2 2

センチュリー 21 レディスゴルフトーナメント 
ボランティア事務局行（株式会社 ザ・ヘッドクォーターズ内）

開催日：2019年7月26日（金）～ 7月28日（日）

※上記の時間は予定ですので、状況によって前後いたします。正確な集合時間は業務確定通知をもってお知らせいたします。
※ スコアラー・キャリングボードに関しては、人数枠に制限のある業務ですので、多数の申し込みがあった場合は、当日抽選にて業務を決定させていただきます。
※尚、スコアラー・キャリングボードの抽選については、参加日数を基に抽選対象者を限定させていただく場合があります。
※抽選の結果、希望の業種とは異なる業務（固定ギャラリー整理、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。

「個人情報について」にご同意の上、ご応募ください。

申込日　2019年　　　月　　　日
※必ず第三希望までご記入ください。

7/26
（金）

7/27
（土）

7/28
（日） 〈記入例〉

第一希望
業務番号 ①
第二希望
業務番号 ③
第三希望
業務番号 ⑥

「個人情報の取扱いについて」
ご記入いただきました個人情報は、大会運営会社㈱ダンロップスポーツ
エンタープライズが所有し、ダンロップスポーツエンタープライズが
委託する㈱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、「センチュリー 21 レディスゴルフ
トーナメント」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記載及び㈱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いただきます。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

ID No. ※ザ・ヘッドクォーターズのボランティアIDを　
お持ちの方はご記入ください。

申込者
氏名

フリガナ 男　・　女
生年月日（西暦）　　　　　　　　年

月　　　　日（　　　　才）

健康状態
○を付けてください（ご自身の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。※必ず健康状態の欄にご記入ください。

　良 好　・　不 安（      ）

御住所
〒

■TEL（　　　　　） 　　　　ー　　　　　　　■携帯（本人）　　　　　ー　　　　　ー

緊急時
連絡先

ご自宅以外の連絡先を
登録してください。 　　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　ー ご本人との関係

（　　　　　　）

交通手段 車     ・     同乗（　　　　　様の車に）     ・     バイク/自転車     ・     電車     ・     徒歩
ウエア希望サイズ（いずれかに○をつけてください） S  ・ M  ・ L  ・ L L  ・ ３ L
過去にボランティアスタッフに参加されたことは
ありますか？ あ る  ・  な い ゴルフ歴

経験された大会名 なし
ある（   　　年）前回担当された業務名

石坂GCのメンバーの方は、□に 印を付けてください。 □石坂ゴルフ倶楽部のメンバー
医師・看護士・救急救命士の資格をお持ちの方は、□に 印を付けてください。
※救急技能認定書（講習修了者）は含みません。

□医師 □看護士 □救急救命士

希望事項（帰りの時間、体力の問題等ご意見・ご要望あれば記入してください）

FAX 06-6430-2871


