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（第 34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会栃木県予選会） 

【開催日】 令和 4年 4月 20日（水） 

【会場】  栃木県総合運動公園 ラグビー場・サッカー場 

【参加料】 1,000円 

【参加資格】栃木県在住の 60歳以上の方 

      （昭和 38年 4 月 1日以前に生まれた方） 

【申込詳細・問い合わせ先】 裏面をご覧ください。 

              ※申込締切 令和 4年 3月 15日(火)必着 

主催 栃木県、社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 
後援 宇都宮市、栃木県市長会、栃木県町村会、社会福祉法人栃木県社会福祉協議会、一般財団法人栃木県老人クラブ 

連合会、公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会、栃木県教育委員会、一般財団法人栃木県医師会、宇 

都宮市医師会、公益財団法人栃木県スポーツ協会、栃木県女性団体連絡協議会、栃木県青少年団体連絡協議会、 

下野新聞社、栃木放送、エフエム栃木、とちぎテレビ、朝日新聞宇都宮総局、読売新聞宇都宮支局、毎日新聞宇 

都宮支局、産経新聞社宇都宮支局、日本経済新聞社宇都宮支局、東京新聞宇都宮支局、共同通信社宇都宮支局、 

時事通信社宇都宮支局、ＮＨＫ宇都宮放送局   
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ねんりんピックとちぎ２０２２ スポーツ・文化交流大会競技別実施要項 

第 8 回栃木県グラウンド・ゴルフ協会長杯大会 
（第 34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会栃木県予選会） 

１ 主  催  栃木県、（福）とちぎ健康福祉協会、栃木県グラウンド・ゴルフ協会 

２ 主  管  宇都宮市グラウンド・ゴルフ協会 

３ 日  時  令和 4年 4月 20日(水) 

(1)選手受付    8:30～ 8:50 

 (2)開会式・競技  9:00～15:30 

４ 会  場  栃木県総合運動公園ラグビー場・サッカー場 宇都宮市西川田 4-1-1 

５ 参加資格  県内在住者で 60歳以上(昭和 38(西暦 1963)年 4月 1日以前に生まれた人)とする。 

６ 参加申込  (1) 申込期限  令和 4年 3月 15日(火)必着 

(2) 申込先   〒329-1571 矢板市片岡 2446-34 

              室町 英喜 (栃木県グラウンド・ゴルフ協会事務局) 

                  電話 090-8308-3249 

(3) 申込方法  別紙の参加申込欄に必要事項を記入の上、封筒に朱書きで「ねんりんピック 

とちぎグラウンド・ゴルフ交流大会参加申込」と明記して申し込むこと。 

７ 参 加 費  1人 1,000円（保険料含む） 

振込先  ゆうちょ銀行→ゆうちょ銀行の場合 

  口座 ゆうちょ銀行 〇七八（ゼロナナハチ）支店 普通 

  記号 １０７１０ 番号 １４２８９６４１ 名義 室町 英喜 

            他銀行→ゆうちょ銀行の場合 

             店名 〇七八（ゼロナナハチ）支店 普通 

番号 １４２８９６４ 名義 室町 英喜 

※参加申込書提出時に、参加費を振込したことを証明する「振込受領書（振込受付書）」の 

写しを同封すること。 

※支払い後の参加料は返金しない。 

８ プレー方法  (1) 参加者を組別に編成する。 

 (2) 32ホール(8ホール×4)のストロークマッチとする。 

９ プレー規則  (公社)日本グラウンド・ゴルフ協会ルールを適用する。 

10 大会規定  (1) 組編成は、プレー主管団体で行う。 

        (2) グラウンド・ゴルフ用具及び筆記用具・雨具等は各自持参とする。 

        (3) 小雨決行とするが、プレー実施が不可能な場合は翌日 21 日(木)に同会場で開催する。 

11 表  彰  (1) 男女別上位 10位まで賞状と副賞を贈る。11位から 30位までは副賞を贈る。 

(2) プラチナ賞 

        (3) ダイヤモンド賞を日本ＧＧ協会に申請する(但し日本ＧＧ協会加入者に限る) 

        (4) 健康賞（満 88歳以上） 

        (5) ホールインワン賞(全ホール対象 但し 1人 1回限り) 

 (6) お楽しみ賞（抽選） 

12 そ の 他  （1） 本大会は、「第 34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会」の栃木県予選を兼

ねるものとする。 

(2) 「第 34 回全国健康福祉祭神奈川･横浜･川崎･相模原大会」においては、連続出場に関

する参加制限がないため、「第 32 回全国健康福祉祭和歌山大会」に選手として参加し

た方・「第 33 回全国健康福祉祭ぎふ大会」に選手として選出された方を含め、すべて

の方が参加可能。  

(3) 開催に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策に係る栃木県の基本的対応方針」、

「栃木県の催物（イベント等）の開催に関する協力依頼」及び「スポーツイベントの再

開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を遵守する。 

   新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、大会を中止することがある。 
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個人情報の取り扱い 

ねんりんピックとちぎ 2022スポーツ・文化交流大会（以下、「ねんりんピックとちぎ」という。）の参加申込

みにあたって収集した個人情報及び開催に際して撮影した写真は、個人情報保護に関する法令を遵守して取り

扱います。 

（１）主催者のホームページ及び主催者が発行する印刷物等への掲載並びに報道機関への提供 

【利用及び提供する個人情報】 

 ・ねんりんピックとちぎの成績優秀者の氏名・年齢・居住市町 

 ・ねんりんピックとちぎの開催に際して撮影した写真 

（２）緊急時における連絡先・医療機関・保険会社等との連絡 

【利用及び提供する個人情報】 

 ・緊急時の対応に必要な範囲 

 

ねんりんピックとちぎスポーツ・文化交流大会の参加にあたっての留意事項 

 ねんりんピックとちぎ 2022 スポーツ・文化交流大会は、新型コロナウイルス感染症対策を行った上で開催

します。参加申込み及び大会参加にあたっては、下記のとおり対応してください。 

（１）以下の事項に該当の場合は自主的に参加を見合わせること。 

・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされている国・地域等への渡航又は当該

在住者との濃厚接触がある場合 

（２）マスクを着用すること。また、競技中の着用については、競技団体の指示に従うこと。 

（３）「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」や、「栃木県-新型コロナ対策パーソナルサポート（とち

まる安心通知）」を積極的に活用すること。 

（４）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

（５）他の参加者、大会スタッフ等との距離（2ｍを目安（最低 1ｍ））を確保すること。 

（６）大きな声で会話、応援等をしないこと。 

（７）感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の遵守、施設管理者の指示に従うこと。 

（８）飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離を空けて対面を避け、会話は控えめ

にすること。 

---------------------------------------------キリトリ------------------------------------------------- 

参加申込欄（グラウンド・ゴルフ） 

私は、「個人情報の取り扱い」及び「ねんりんピックとちぎスポーツ・文化交流大会の参加にあたっての留

意事項」の内容について同意し、下記のとおり参加の申し込みをします。 

1 

ふりがな 

氏名 

性別 

男・女 

生年月日  明・大・昭 

  年  月  日（  歳） 

血液型 備考欄 

 

 

住所 〒 

 

 

電話 

     －    － 

ねんりんピックかながわ 2022の栃木県代表選手の選考対象となることを希望しますか。 

※ねんりんピックとちぎ 2022 は、ねんりんピックかながわ 2022（2022 年 11 月 12 日～11 月 15 日

開催）の選考会を兼ねています。未記入の場合は選考対象となりますのでご了承ください。 

希望する 

・ 

希望しない 

※参加競技種目毎に段、級、クラス等がある場合には、その旨を備考欄に記入してください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イベント名

開催会場

会場所在地

主催者

主催者所在地

✔ ✔

✔

収容人数

参加人数

イベント開催時のチェックリスト

※黄色のセル：該当する項目にチェックを入力してください。

栃木県 ・ 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 ・ グラウンド･ゴルフ協会

〒320-8503

栃木県宇都宮市駒生町3337-1　　　　　※事務局：とちぎ健康福祉協会

開催概要

本項目では、チェックリストを記入する前に、イベントの情報をご記入ください。

シートが２枚ありますのでご注意ください。（チェックリストは別シートです。）

開催日時

出演者

チーム等

令和４年　４月　２０日（水）　　８時　３０分　～　１５時　３０分

第８回栃木県グラウンド・ゴルフ協会長杯大会

（第３４回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会栃木県予選会）

URL:http://tochigi-kenkoufukushi.com/nenrin.html

※荒天順延時　令和　４年　４月　２１日（木）　

栃木県総合運動公園　ラグビー場・サッカー場

宇都宮市西川田4-1-1

県内在住で60歳以上（昭和38(西暦1963)年4月1日以前に生まれた人）

（※）大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と

し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当す

ることと整理する。

７００人

収容率

（上限）

電話番号　※事務局：とちぎ健康福祉協会 メールアドレス※事務局：とちぎ健康福祉協会

　ikigai04@tochi-fuku.com　028-650-3366
主催者連絡先

100％（※）

（大声なし）

50％（※）

（大声あり）

人と人とが触れ合わない

程度の間隔

十分な人と人との間隔

（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）

ー

競技中に、大きな発声や声援など声を発する行為なし。

（大声なしの場合は、大声なしと判断した理由や、大声を伴わないことを担保する具

体的な対策を記載してください。）

その他

特記事項



✔

✔

③換気の徹底 ✔

✔

✔

✔

感染防止策チェックリスト

基本的な感染防止

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を満たすことが

必要です。

※5,000人超かつ収容率50%超（緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域においては5,000人超）

のイベント開催時には、個別のイベントごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要

です。

※黄色のセル：チェックを入力してください。

入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入

退場等）の実施。

④来場者間の密

集回避

休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確保等

の体制構築。

大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う

可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確保

①飛沫の抑制

（マスク着用や

大声を出さない

こと）の徹底

✔

②手洗、手指・

施設消毒の徹底

【大声なしの場合】

飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（品

質の確かな、できれば不織布）の正しい着用や大声（※）を出さない

ことを周知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に

注意、退場処分等の措置を講じる。

（※）大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反

復・継続的に声を発すること」とする。

【大声ありの場合】

「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声を出す行為」と読み替え

る。

こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール

等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施。）。

主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこ

まめな消毒の実施。

法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気（１

時間に２回以上・１回に５分間以上等）の徹底。



感染防止策チェックリスト

基本的な感染防止

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を満たすことが

必要です。

※5,000人超かつ収容率50%超（緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域においては5,000人超）

のイベント開催時には、個別のイベントごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要

です。

※黄色のセル：チェックを入力してください。

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十

分な対策）の徹底。

飲食中以外のマスク着用の推奨。
⑤飲食の制限

⑥出演者等の感

染対策

入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場でき

なかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守する

こと。

長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるた

め、可能な限り、飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛。

自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合に

は飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。）。

有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控える

など日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。

練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッフ等

の関係者間での感染リスクに対処する。

チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者

の把握。

出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しない

よう確実な措置を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く。）。

⑦参加者の把

握・管理等

時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止

の注意喚起。


