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この章は無事株主総会が終わり、3月の東日本大震災の影響による計画停電の最中の3月末につづったもの

である。当クラブでは、耐震補強などを危機管理の一環として行ってきた効果は総会でも評価され、さらに

対応を広げるよう支援もいただいたこともあり、今後も前向きに取り組みを進めたい。ところで日高の

開場は１月であったので、毎年１月に開場記念競技を開催してきているが、節目の記念行事はこれまで

初夏に行うことが慣習になっている。このたびの５０周年の記念行事は、前年１１月開催の理事会に

おいて景気の先行きや来場者の見込みなどから見て、控え目の内容が提案され、これが承認された

ものである。この計画に基づき本年に入り準備を進めているところに、３月１１日の大震災が発生した。

もともと外部の方々の招待プレーやパーティを行わない内容の企画でもあり、その内容の大幅な

変更はせず、東日本大震災の被災地に対する見舞金として寄附金の拠出を加えた。

５０年目の日高

理事長　髙橋　正孝
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さて、思い起こすと、我々日高カントリークラブと東北地方の絆は長く深いものであった。ゴルフコース

造成の際の芝生の供給はほとんど東北地方に依存していた。また当時は経済拡張期にあり、機械よりも

人手に頼っていた工事を推進するため、多数の方々が東北地方から派遣されて来られた。キャディに

至っては、当時の首都圏では集められず、女子独身寮を設置し、はるばる東北各県から来ていただいた

ものである。ゴルフ場開場後５年から１０年の間に多くの方が離職されたが、埼玉県民あるいは東京都民

となり定住していったと聞いている。

開場当時の当クラブの支配人は、東北地方の玄関口であるＪＲ上野駅の駅長を経歴した人物であった

ので、東北出身者とは緊密な職場関係が出来上がっていたのではないかと推測する。

こうしたコース造成時代から長い、深い絆のある東北地方が甚大なる災害にあわれたことは誠に残念

であり、亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、東北地方の皆様並びにこれまでの関係者の

皆様にお見舞い申し上げる次第である。私事ではあるが、昭和６０年代初めに当時勤務していた会社の

東北地区の営業を担当し、仙台市に単身赴任の経験もあり、東北各地の情報を極めて強い関心を持って

見守っている毎日である。

終わりに一刻も早い各被災地の復興を期待しながら、この開場５０周年記念の冊子を日高カントリークラ

ブ会員の皆様にお届けしたい。

南コース2番ホール 3
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 日高の始動
昭和３３年頃、日高市（当時は日高町）の地主から近隣にいく

つかのゴルフ場があるので、使用の目途のない雑木林を新

たにゴルフ場に造成しないかとの話が銀行経由で株式会社

金融界社（出版社）及び金融研究会（会員組織セミナー会）

を主宰していた髙橋修一に持ち込まれた。立地、地形等を

確認したところ、良好なものであることが判明したが、難点

は１０数万坪の土地を１００人を上回る地主が保有していたこ

とである。昭和３４年に運営会社を設立し、土地の買収に入

り約１年半後にほぼ買収が完了した。

50周年を迎えて
昭和 35 年 西コース 5 番ホール

昭和 35 年 正門付近
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 クラブの設立とその目標
前出金融研究会は、元大蔵相並びに元日銀総裁の一万

田尚登氏の設立したものであるが、ゴルフ場も同氏に当

初からクラブ理事長就任を依頼していた。まず組織を作

り上げていく上で、発起人に岩佐凱実、熊谷太三郎、佐

藤喜一郎、平沼弥太郎他３氏に依頼し快諾を得て具体的

な策定に入った。まずクラブとゴルフ場運営会社は切り

はなし、会員はすべての資産を保有するゴルフ場運営会

社の株主となり、その経営に参画すると共にクラブのメ

ンバーとなる制度を決定した。

またクラブ運営の目標としてフレンドリーなクラブとし、

入会の資格に国籍の制約は加えず、他のゴルフクラブの

会員及び発起人の紹介により入会を受け付けることとした。

また、クラブの組織は決議機関である理事会と執行機関

としての分科委員会及び事務局で構成することとなった。

クラブが活動に入ってから熱心な競技者のための研修

会やクラブ内クラブとしての高友会（７０歳以上の正会員

のみで構成）、日友会（平日会員のみで構成）の友好推

進のための組織が作られ現在に至っている。こうしたク

ラブ内クラブはそれぞれが自主的に運営されている。

初代理事長
一万田尚登氏

高友会会報 日友会会報
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 ゴルフコースの設計と造成
ゴルフコースの設計に関しては数名の候補者があがり、土

地の特長と昭和３０年代には少なかったペンクロス系ベント

芝を本グリーンに、又当時の標準であった高麗芝をサブグ

リーンにしたいとのことから相馬正胤氏に依頼した。同氏

は造園家でありセカンドショット、サードショットに微妙なプ

レッシャーとなる立木を生かし、自然の地形を変えることの

ない設計を提案された。コースの造成は土木工事が得意で

あった熊谷組が指名された。

それまでコース造成に大手企業の参入は珍しく、熊谷組も

初めての経験のため大型機械の導入は避け、手作業で土盛

りをしたり、一度土盛りをした箇所を削ったり、基礎図面は

あっても現場で設計者立合いのもとで進められた。昭和３５

年８月には使用可能な状態になったが、附帯設備の一部の完

工が遅れ開場は昭和３６年１月となった。

開場当時は１８ホールで発足したが、さらに１８ホールを追

加するため地主との交渉が開場後も継続された。コースに

沿った国道４０７号線を挟んで、９ホール分の土地を確保す

る交渉を進めていたが、充分な面積がとれないことや将来

国道４０７号線の交通量が増加することが見込まれ断念した。

一方、西コースに沿った市道の奥を並行して検討していた

が、地主の充分な同意が得られずこれを断念した。この部分

の一部には現在日高市の総合運動公園が造られ、西コース

８番ホールに対面している。こうした状況から、それまで買

収出来た土地を利用し、南コース９ホールの増設工事として

同一の設計者と建設業者により施工され、昭和４５年に完成

し使用を開始した。

この時から南コースの隣接地を将来取得し一部のレイアウ

トを変更するプランが現在も継続した課題となっている。

５０年も経過するとコース攻略のポイントになっていた立木

が枯れるなどしたが、大きなデザインの変更なく現在の姿

になっている。

コースの造成を見守る相馬正胤氏

抜根作業

昭和 35 年 東コース 1 番ホール
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 附帯設備について

「スイミングプール」

開場時には会員の子弟に利用していただく設備として２５ｍ

×１５ｍのプールを設置した。この施設はオフシーズンには

防火用水になっていた。昭和４０年代に入ると会員の子弟も

大きく育ちプールの利用度が低くなってきたことから、取り

壊しその敷地跡は練習場の拡張に充当された。猛暑の昨今

はこの施設が存続していたら喜ばれたのではないかと思わ

れる。

「クラブハウス」

建築施工は熊谷組で、設計は株式会社レイモンド建築設計

事務所が行ったものであるが、その後９ホールの増設時に増

築した。開場４０周年目に耐震補強を行い、その後ユーティリ

ティ、内装等のリニューアルを行った。これまで度々クラブハ

ウスの改築を要望する声もあったが、理事会でこれが否決

され、引き続き今後の課題となっている。

「コース内売店」

現在の東西の売店はレイモンド建築設計事務所が設計した

茅葺き屋根の日本家屋である。

当初の屋根は新潟県から茅葺きの職人を招き施工したもの

である。１５ないし２０年で葺きかえるのでメンテナンスには手

間がかかるがコース内の景観として欠かせない存在である。

「コース管理関係建物」

居住部分や資材倉庫等の老朽化が著しく、しかも分散して

いるので５０周年を契機に、資材や機械類を集中管理出来る

施設を新設する計画を進めている。ゴルフクラブにとって

コース管理の技術レベルの向上は常に必要であり、それを

支える施設に対する投資を５０周年関連事業の中の一部と

する方針である。

プールで遊ぶ会員の子弟

開場当時のクラブハウス

西コース売店
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 ゴルファーの拡大
平成２１年末に東京営業所を再開し、東京在住会員へのサー

ビス強化など営業活動に努めているが、これとは別に将来

のゴルファーを増やす活動はゴルフ関係者にとり最も必要

な課題であり、単に一ゴルフ場だけの問題ではない。

日高としては、埼玉県内のゴルフ場及び関東地区のゴルフ

場と力を合わせながら、こうした課題に対応しようとしてい

る。その一つは埼玉県内のゴルファーを増やすため埼玉県

民の日を中心とした「県民ゴルフデー」など県内のイベント

の推進である。

また、埼玉県内のジュニアゴルファーの育成にも注力してい

るが、２０歳、３０歳代のゴルファー人口が少ないことからジュ

ニアゴルファーを育成し、さらにその父兄にゴルフに親しん

で将来ゴルフを始めてもらうことでゴルファーの層を厚く

していくことも目標としたい。

 環境問題への対応
地球温暖化防止が叫ばれている中で、昨年もまた埼玉県は

猛暑の夏を記録した。二酸化炭素（ＣＯ2）など温室効果ガス

の排出を削減する施策が各方面で進められているが、この

面から見るとゴルフ場の存在は他の産業と著しく異なる点

に留意いただきたい。

ゴルフ場造成時は管理されていない雑木林を切り開き光合

成による二酸化炭素（ＣＯ2）の吸収が３年間ほど減少するが、

７年ほど経過した以降は管理された樹林帯が形成され、芝

草の光合成と相まって従前以上のＣＯ2の吸収が実現して

いく。こうした人手をかけた状態は光合成のピークを長く維

持することにもなる。

さて日高の現状は次の通りである。林地369千m2及び芝地

389千m2の土地を保有し、そこに光合成の作用でＣＯ2を

1,372トン/年を吸収することができる。これに対し営業

活動、施設のメンテナンス活動などでＣＯ2を600トン/年

ジュニアゴルフスクール

深夜電力利用給湯システム
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排出する。差し引きで772トン/年の削減となるが、さらに

次のような削減努力でさらに80トン/年削減可能となり、合

計で852トン/年が見込めることとなっている。

平成２０年末に深夜電力利用給湯機とＬＮＧ（液化天然ガ

ス）専焼給湯機の組み合せを導入し、給湯に関し一切の重

油を使用することを中止した。このことによりＣＯ2排出量

を８０トン/年以上削減出来るとの評価を得た。節電の面か

ら照明にＬＥＤを採用するなど、さらに小さな努力を積み重

ねていくつもりである。生物多様性の面からカワセミ、鳥類

は依然場内に棲みついており、池水浄化を進めていること

から小魚類も増加する傾向にある。

事業活動につきものの産業廃棄物であるが、最も多い苅芝

カスや落葉などは年間２００トン以上のものを堆肥製造設備

により堆肥とし自家使用している。またゴルフ場内の樹木

の剪定枝はチッパー（専用粉砕機）により砕きチップ状にし、

場内に敷いている。

以上、産業廃棄物なるものを有効利用し、化学肥料の散布

量や廃棄物処理費用削減などを具現化している。こうして

産業廃棄物の外部への排出のないような努力を継続して

いくつもりである。

 地域協力（チャリティー他）
主に二つの面があげられるが、一つは日高市と災害時の避難

所指定の契約をしていることである。万が一の災害発生に

当たってはクラブハウス等を利用していただくことになる。

二つ目に日高市及び市内にある特殊学校に対する協力で

ある。春、秋のチャリティーゴルフ会を通して寄附金の拠

出を長く続けて来ている。小さいことではあるが、数年前、

西コース８番ホールに沿った県道（現在は小学生の通学路

となっている）にあった当クラブのコンクリート塀を防災、防犯の見地からネットフェンスにし明るく見通し

の良い状態に改善した。このことは、当クラブが地元との共生を強く考えていると広く理解をいただいた

ようである。

水生植物

大型チッパー

チャリティーゴルフ大会寄附金贈呈
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日高カントリークラブの現況と展望
日高では会員組織をクラブと表現し、理事会を決議機関、分科委員会を執行機関として運営している。

一方、資産を保有している運営会社を株式会社日高カントリー倶楽部と称している。通常は会員組織を倶楽

部と表し、運営会社をクラブとしているようであるが、この辺は発足時の諸関係者の反逆精神かもしれない。

理 事 会

理事会の構成はクラブ運営に功績のあった会員、分科委員長、理事会の推挙者、運営会社役員から成っている。

任期は４年であるが性格上重任者がかなりの数となっている。なお、全分科委員長が理事になることで理事会

と分科委員会が密接に活動出来る点が運営上の特色となっている。

分科委員会

また分科委員は出来るだけ多くの会員に経験していただき、それにより、クラブ運営により多くの関心をもっ

ていただきたいとの目標を持ち、平成３年から日高独特の選挙制度を導入し現在に至っている。詳しくは「運

営規則」等に示されているが、来場回数の多い会員、競技やコース管理に詳しい会員などが会員の推挙を受

け委員候補となり、別途定めたルールで代議員が選ばれ代議員の投票により、前出委員候補者の中から選ば

れる方式で４年に１回実施されている。

一見煩瑣ではあるが、１回、２回と回数を重ね制度として定着して来ており、従来より公平性と透明性が向上し

たと内部では評価されている。現在「エチケット・フェローシップ・ハウス」「競技・ルール」「キャディ」「コース」

「ハンディキャップ」の５委員会で構成されている。

特にハンディキャップ委員会は、クラブ内でＪＧＡのハンディキャップであるＪ－ｓｙｓの普及に努力し、平成２２年

度末で1,150名の登録者がありＪＧＡ（日本ゴルフ協会）、ＫＧＡ（関東ゴルフ連盟）加盟クラブ中上位の登録者

数を記録している。

会員のための施策

会員は正会員、平日会員、家族会員で構成されているが、開場以来時間の経過と共にいくつか問題点が目に

ついてきた。

まず７０歳以上の会員は土曜、日曜、祝日のプレーを避ける

ようになったことがあげられる。

交通事情もあり、また比較的来場者の多い日より平日に自

分のペースでプレーをしたいこともある。さらにこれまで

のプレー仲間が色々な理由でプレーが出来なくなり、本人

のプレー回数も減少してしまうなどが挙げられる。

日高では７０歳以上の会員のため年間２回、春・秋の平日にグ

ランドシニア会を開催し、参加者のため貸し切り、開放して 寄贈 高友会創立 40 周年記念
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いる。当日は通常のプレー費用を本人に負担いただき、パーティ

及び賞品を用意し、１日楽しんでいただく企画で、これには「高友

会」「日友会」というクラブ内クラブの役員の方々にもお手伝いい

ただいている。

また、競技指向でない会員が増える傾向にもあり、やはり平日にこ

うした会員とその友人、家族のために「フレンドリー」競技を催し

ている。賞品もカップやトロフィーは一切出さず家庭にもち帰り喜

ばれるものを選び、また順位による賞品の格差を少なくしている。

今後は会員がプレーをし、その後のエンターテイメントを楽しん

でいただくような企画も進めようと検討しているところである。

会員制度の運用について

健康上の事由などでプレーが出来なくなった会員の内、将来の贈与や相続を考え、それまでは会員権を保有

したいという要望に、その対象者を代理者としてプレーを認める代理会員制度と、贈与を条件とし、贈与後も

５年間従来のプレー権利が年会費の負担なしに継続できる期間会員制度を発足させている。

いずれも現会員の存在を尊重しながら、クラブライフを継承していただく目的があり、日高の会員制度の運用

面での特徴といえる。

寄贈 髙橋修一氏　開場 30 周年記念

寄贈 日友会滝川毘堂氏
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110522_50周年記念誌2.indd   12 11/06/11   15:08



 株式会社日高カントリー倶楽部の発足と経過
昭和３４年ゴルフ場建設のため運営会社として株式会社日高

カントリー倶楽部を設立し、同社役員が資本金３００万円の

払い込みを行った。

土地の買収をしながら造成工事を進め、会員募集を昭和３４

年末から始め、権利関係を明確にするため設立当初の払込

資本分を額面株式、会員の入会払込金を無額面株式と区分

し、その全額を資本金に組み入れ、土地買収費を含めた建

設資金に充当した。

発足後額面株主は原則としてプレー権の附随しない経営株の保有者、無額面株主は運営会社の株主であり、

日高カントリークラブの会員としてプレー権を保有すると区分され運営されてきた。

その後昭和５３年に定款の一部を変更し、額面株式と無額面株式の相互の転換を受け入れない条文を挿入した。

しかし、平成１３年以降額面株式は無くなり無額面株式に統一される商法改正が行われ、それ以降日高の運営

規則の中で従来の定款に記載された規制を生かしていくこととなった。

平成２２年末時点でこれまでの自社買い入れと消却で旧額面株式の保有者は２法人、２個人に整理されてきた。

今後も可能な範囲で時機を見た自己株式購入やその消却などにより旧額面株式の整理を進めていくつもりである。

 今後の課題
従来ほとんどのゴルフ場の財務面の運営はゲストからの収入に支えられていた。昨今、日高では会員とゲスト

の来場比が３０：７０から５０：５０へ、また６０：４０と逆転し、収入が著しく減少した。さらに不況の継続とゴルファー

の減少から営業収入の一層の減少と低金利などの影響による資金運用面の不振で営業外収入の減少に当面

している。

５０周年行事終了後は運営に当たり一層の経費の節減努力と営業活動が目標となる。

中長期的課題としては、ゴルフ用地の内５％以下ではあるが借地があり、毎年借地料を支払っているので、買

収を進めて経費を圧縮することもその一つである。

次に南コースの２番、３番、４番ホール隣接地の買収又は借地契約による取得が可能になった場合の各ホール

の改修である。南コースを東西両コースのレベルに近づける目的ではあるが、過去３０年近く実現出来ず持ち

こされてきた案件である。この案件は過去の経過から不急のテーマとしておきたい。最後は10年先、20年先

の会員は現在のクラブハウスで満足してくれるのであろうか。いずれにしても、これらの課題を取り上げるに

は多額の資金需要や困難な交渉が待っている。

将来人口の一層の減少による経済規模の縮小など悲観的な見通しが多い中で、会員の皆様のご理解をいた

だき日高の運営にさらなるご支援をたまわり、より良い75周年、100周年を迎えたいものである。　

開場当時のクラブハウス玄関
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年 表　～日高50年のあゆみ～
日高カントリークラブの歴史 社会の動き

昭和33年
（1958年）

 9月 現在のゴルフ場用地視察
 10月 日高町地主と買収交渉開始

 １２月 １万円札発行
  東京タワー完工式

昭和34年
（1959年）

 8月 株式会社日高カントリー倶楽部設立
 12月 コース建設工事着工
  コース設計 相馬正胤氏
  ハウス設計 株式会社レイモンド建築設

計事務所
  工事施工 株式会社熊谷組

 ４月 皇太子ご成婚

昭和35年
（1960年）

 4月 クラブハウス建築開始
 11月 メンバー招待、コース披露
 12月 クラブハウス建築完了、開場準備

 ５月 新安保条約強行可決
 ６月 自民党高度成長所得倍増案

昭和36年
（1961年）

 1月 ゴルフ場開場（パー74）
 7月 プール開場、「日高月報」創刊号発行
 8月 練習場オープン
 10月 理事会発足、初代理事長に
  一万田尚登氏就任
 11月 会員名簿発行

 ４月 ソ連有人衛星ボストーク１号打上げ、
  地球一周に成功（ガガーリン搭乗）

昭和37年
（1962年）

 1月 コース改造
  （No．2パー4を5に、No．3パー5を4に）
 5月 ｢日高の森」創刊
 6月 第1回合同委員会開催

 8月 堀江謙一ヨットで
  太平洋横断

昭和38年
（1963年）

 5月 No．11ホール茶店新設
 10月 アプローチ練習場開場

 １１月 大蔵省 新千円札発行

昭和39年
（1964年）

 1月 開場3周年記念競技開催
 3月 KGA（関東ゴルフ連盟）加盟
 6月 コース・レート決定
  ベントグリーン72、 高麗グリーン71
 9月 改造工事No．8 ベントグリーン

 10月 東海道新幹線開業
  東京オリンピック開幕

昭和40年
（1965年）

 4月 関東倶楽部対抗Dブロック予選競技
  当クラブにて開催
 11月 ｢日高だより（旧 日高月報）」「日高の森」を

併合し「日高」となる

 １０月 朝永振一郎ノーベル物理学賞受賞

昭和41年
（1966年）

 5月 高友会設立
 10月 関東プロゴルフテスト開催

 2月 全日空機東京湾墜落
 4月 メートル法完全実施

起工式

練習場オープン

合併号「日高」
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日高カントリークラブの歴史 社会の動き

昭和42年
（1967年）

 1月 月曜を定休とする  ４月 東京都知事に革新の美濃部亮吉

昭和43年
（1968年）

 10月 関東プロゴルフテスト開催  １月 明治維新から１００年
 １２月 3億円強奪事件発生

昭和44年
（1969年）

 6月 コース改造（パー72）による
  新コースレート決定
  ベントグリーン72.6　高麗グリーン71.7
 11月 9ホール増設予定用地買収完了

 ７月 アポロ１１号月面着陸

昭和45年
（1970年）

 4月 キャディハウス改造工事落成
 5月 9ホール増設工事に着手、
  クラブハウス増改築
 6月 関東プロ月例大会開催

 ３月 大阪で万国博覧会開幕

昭和46年
（1971年）

 8月 新コース開場、各種、アウト・インを廃止し、
東西南コースとする

  開場10周年新コース開場記念行事開催
 10月 クラブハウス増築

 ８月 為替変動相場制へ

昭和47年
（1972年）

 4月 会報「日高」開場10周年記念号発行  ５月 沖縄返還・沖縄県発足
 ９月 日中国交正常化

昭和48年
（1973年）

 12月 西2番　国道407号線沿いに防球ネット新設  ３月 ベトナム戦争終結
 １０月 オイルショックで街からネオン消える

昭和49年
（1974年）

 2月 大雪によりクローズ14日、
  雪害により芝いたむ

 １１月 田中角栄、金脈問題で首相辞任

昭和50年
（1975年）

 1月 目土用ロータリー焼土機設置  ３月 新幹線博多まで開通
 8月 関越自動車道（川越－東松山間）開通

南コース開場

15
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日高カントリークラブの歴史 社会の動き

昭和51年
（1976年）

 3月 日友会発足
 5月 コース管理棟移転落成
 8月 プール撤去し練習場拡張

 ７月 田中角栄元首相逮捕

昭和52年
（1977年）

 4月 他クラブとの定期友好競技（高根他）
  始まる

 ９月 王貞治（巨人）世界新の７５６本塁打

昭和53年
（1978年）

 6月 溜池護岸工事  5月 新東京国際空港（成田）開港

昭和54年
（1979年）

 3月 100万人目の来場者中沢広己氏に
  記念品贈呈
 8月 現地事務所増改築

 ６月 先進主要国首脳会議
  東京サミット開催

昭和55年
（1980年）

 2月 西5番ホール改造工事
 5月 クラブ管理棟増築
 6月 自動散水設備設置

 ７月 平均寿命男子世界一位 ７３．４６歳
  　　　　女子世界二位 ７８．８９歳
 ９月 イラン・イラク戦争

昭和56年
（1981年）

 8月 開場20周年記念競技開催
 10月 各コース雨宿り小屋設置

 ４月 有人宇宙船スペースシャトル、
  コロンビア号打ち上げ成功

昭和57年
（1982年）

 4月 電動カート使用開始  ４月 ５００円硬貨発行

昭和58年
（1983年）

 6月 ハウス車庫棟建設
 7月 コース内排水工事

 ６月 参議院議員選挙、
  全国区初の比例代表制

昭和59年
（1984年）

 2月 初代理事長一万田尚登氏逝去、
  後任として髙橋修一氏就任
  コース開場20周年記念として
  写真集「日高の四季」を出版
 12月 西2番防球ネット設置

 ９月 中核派、自民党本部放火
 １１月 新紙幣発行
  (１万円札・５千円札・千円札）

写真集「日高の四季」
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日高カントリークラブの歴史 社会の動き

昭和60年
（1985年）

 5月 マツノザイセンチュウによる松枯れ拡大  ３月 科学万博つくば '85開幕
 ８月 日航ジャンボ機墜落

昭和61年
（1986年）

 5月 天候不順のためフェアウェー芝張替
 10月 岡野幸男氏 関東シニアゴルフ選手権
  優勝

 ９月 土井たか子社会党委員長になる
 １１月 伊豆大島・三原山噴火

昭和62年
（1987年）

 5月 駐車場増設  １１月 大韓航空機墜落

昭和63年
（1988年）

 10月 日本オープンゴルフ選手権
  予選競技開催

 ４月 青函トンネル・瀬戸大橋開通
 １２月 消費税導入が可決成立

昭和64年

平成元年
（1989年）

 8月 関東オープンゴルフ選手権競技開催  １月 昭和天皇ご逝去、年号平成となる

平成2年
（1990年）

 3月 浄化槽改修
 6月 ボール場外飛出防止工事施工
  西8番ネット他

 ６月 文仁親王ご成婚
  秋篠宮家創立

平成3年
（1991年）

 ３月 理事長髙橋修一氏退任し、
  髙橋正孝氏就任
  JGAハンディキャップ方式へ一本化
 ７月 開場３０周年記念行事開催

 １月 湾岸戦争はじまる
 6月 雲仙普賢岳にて
  大規模火砕流

平成4年
（1992年）

 ４月 高麗グリーン床替え
  名義書換料・入会保証金改定

 ４月 牛肉・オレンジ輸入
  自由化

平成5年
（1993年）

 ９月 避雷小屋２棟新設
 １１月 第３回日本シニアオープン開催
 　　  （優勝者…金井清一５アンダー１１/２５より）

 ６月 皇太子殿下ご成婚
 ８月 細川連立内閣発足
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日高カントリークラブの歴史 社会の動き

平成6年
（1994年）

 ４月 南１番BG裏防球ネット新設
 5月 岡野幸男氏 関東グランドシニアゴルフ

選手権優勝
 11月 岡野幸男氏 日本グランドシニアゴルフ

選手権優勝

 ２月 リレハンメル冬季オリンピック
 ９月 関西国際空港開港

平成7年
（1995年）

 ２月 国道４０７号線バイパス建設に伴う防球
設備、クラブハウス進入路つけ替え等の
工事着工

 １月 阪神・淡路大震災
 ４月 円高最高高値

平成8年
（1996年）

 ５月 女子会員枠増設（２００から２５０人へ）
 １２月 女子浴室・ロッカー増築

 ７月 アトランタ夏季オリンピック
 １２月 ペルー日本大使公邸占拠事件

平成9年
（1997年）

 １月 髙橋修一会長逝去（１月２１日）  ４月 消費税５％に
 ７月 香港、中国に返還

平成10年
（1998年）

 ９月 ターフコンポスト設備完成
（刈り芝、落葉などで堆肥製造）

 ２月 長野冬季オリンピック

平成11年
（1999年）

 ３月 料金改定 
 ６月 埼玉代表で関東倶楽部対抗出場
 １０月 南１番ホール改修

 １月 単一通貨「ユーロ」始動
 ８月 国旗・国歌法が成立

平成12年
（2000年）

 １月 ローカルルール改正
 ４月 クラブハウス耐震対策実施

３・７月  有珠山・三宅島噴火
 ９月 シドニー夏季オリンピック

平成13年
（2001年）

 ７月 開場４０周年記念行事開催

平成14年
（2002年）

 １１月 ＩＳＯ９００１の認証取得  1月 EU12カ国で「ユーロ」現金流通開始
 2月 ソルトレークシティー冬季オリンピック

開場 40 周年記念
｢日高の森」発行
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日高カントリークラブの歴史 社会の動き

平成15年
（2003年）

 １月 予約金の廃止
 7月 AED設置

 3月 アメリカ・イラク戦争開始　　
 ９月 北海道十勝沖地震発生

平成16年
（2004年）

 ４月 高麗グリーンからベントグリーン（L-93)
へ品種転換（第一次）

  自動散水設備工事（グリーンまわり他）

 1月 自衛隊、イラクへ復興支援　　　　　　
 8月 アテネ夏季オリンピック
 １０月 新潟県中越地震発生

平成17年
（2005年）

 ６月 クラブハウス改修工事（男子トイレ・ 
事務室）

 ９月 日本シニアオープン選手権予選競技
 ７月 東京営業所をゴルフ場に移管　

 4月 JR福知山線脱線事故
 11月 紀宮清子内親王ご成婚

平成18年
（2006年）

 ３月 ゴルフ場にて株主総会開催
 ５月 クラブハウス改修工事（男子浴室、 

ロッカールーム、ストレッチルーム）
 ７月 プレーフィの改定

 1月 ライブドア事件
 2月 トリノ冬季オリンピック
 12月 イラクのサダム・フセイン元大統領死刑

執行

平成19年
（2007年）

 ２月 大浅間カントリークラブとの親睦協定
 ３月 クラブハウス改修工事（食堂ホール、厨房）
  自動散水設備工事（フェアウェイ・ティグ

ランド）

 2月 第1回東京マラソン開催　　　
 １０月 郵政民営化がスタート　　

平成20年
（2008年）

 ３月 キャディ室改修工事
 ５月 夜間電力を利用した給湯システム設置

(ガスボイラー併設）
 ７月 日本女子オープン予選競技開催

 7月 洞爺湖サミット開催
 8月 北京夏季オリンピック
 9月 リーマン・ブラザーズ経営破綻

平成21年
（2009年）

 1月 Ｊ-ｓｙｓのハンディキャップをクラブハン
ディに採用

 5月 桒原えりかさん関東女子ゴルフ選手権優勝
 ７月 日本女子オープン予選競技開催
 ９月 ペンクロスからL-93へＡグリーン品種転

換工事（第二次）
 １２月 東京営業所開設

 1月 バラク・オバマ氏がアメリカ合衆国大統
領就任

 5月 裁判員制度スタート
 ８月 衆議院総選挙開票 民主党が歴史的勝利
 ９月 民主党 鳩山代表が内閣総理大臣に就任

平成22年
（2010年）

 ２月 南スタートハウス改修工事
 5月 東７番池改修工事
 ７月 日本女子オープン予選競技開催
 １０月 関東シニア選手権決勝競技開催

 2月 バンクーバー冬季オリンピック
 5月 上海万博開幕
 8月 チリ落盤事故
  10月に３３人全員救出 
 9月 尖閣諸島漁船事件 

平成23年
（2011年）

 4月 東6番Bグリーン、池改修工事完了
 ７月 開場50周年記念行事開催

 3月 東日本大震災
福島第一原子力発電所
建屋が爆発

フェアウェイ自動散水

開場 50 周年記念誌発行
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５０周年の記念冊子のコラムの一つとして、
かつて在籍された会員（物故会員）の方々にかかわる思い出を
つづってみてはどうだろうかとの意見が関係者の間でまとまり着手することとなった。
４０年以上も遡ると記憶もやや不正確となり、
記録を集めることも難しい点はあったが、可能な範囲でまとめた次第である。
これまでユニークで強烈な個性の方々が多々おられた中で、
編集関係者の独断でまとめたものであることをご承知いただきたい。

初代理事長
一万田 尚登 氏

日銀ロンドン支店長時代に始めたゴルフは、本場英国仕込みの正統派で
あると自称されていた。一万田氏が理事長になられたことで大蔵省や
日銀詰めの記者達が取材でなくプレーによくこられたようである。
一万田氏に面識のある会員は、現在は髙橋理事長のみで、丸の内仲２号館
の一万田事務所で格調の高いゴルフ談義をうけたまわり、感銘？した
とのことである。

初代キャプテン並びに競技委員長
加賀山 之雄 氏

昭和３０年代の日本国有鉄道総裁（現ＪＲ）から参議院議員というキャリア
を持たれ、熱心なゴルファーでシングルハンディのプレーヤーであった。
大らかな人柄で委員会や理事会でのリーダーシップをとられていた。

谷山 輝雄 氏
昭和４４年にハウス委員長に就任、後に理事になられた。
パター１本で１８ホールをプレーするという特技の持主であり、これに
加えプレーがハーフラウンドが１時間半以内と早いことで有名であった。
旧制高等学校時代の友人にかこまれ、にぎやかにプレーされていたことが
思い出される。幅広い人脈で当クラブにゲストを案内される数が最も
多い会員としても知られていた。

坂本 吉勝 氏
法曹界におられたことからエチケット・フェロー・シップ委員長としても、
理事会においても筋の通った主張をされ、御意見番として、一目置かれた
存在であった。特にクラブ運営上の諸制度の制定、改訂に貢献された。
ゴルフも緻密なプレーをされ、上位プレーヤーの一角を占められていた。
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古菅 敏夫 氏
当クラブのトッププレーヤーの内、特に研修会の指導に熱心であり、昭和
４０年代のクラブ対抗競技では原動力となって運営を推進された。
親分肌の人柄は多くの研修会メンバーに慕われていた。ご自身は熱狂的な
ハンターで獲物の記念品が開場４０周年頃まで飾られてあった。

小柴 謙吉 氏
各分科委員会を歴任された後、理事を９６歳まで務められた。プレーヤー
としても数々の競技に優秀な成績を記録された。また９２歳までプレー
され、その当時９０歳を超える現役プレーヤーの三羽烏として著名で
あった。兵役などのキャリアから来る姿勢の正しさで会議などで正論を
たたかわされた記憶が強く残っている。

内田 甲子雄 氏
ゴルフプレーヤーとしての腕前もかなりのものがあったが、文筆面で
際立った才能を発揮された。
速筆で有名であり、クラブ機関誌「日高」への投稿回数は会員中最多を
記録した。
「想うこと、いろいろ」（Nｏ84 1999年）というタイトルで書かれたものが
同氏の最終稿であった。

杉浦 重敏 氏
｢高友会｣の役員を務めながら、日高への年間来場回数は男性として
最高を記録された。生前の杉浦氏の談によると、日高以外のクラブにも
通われていたとのことで、年間の過半をゴルフコースと共に過ごされて
いたことになる。

山本 千代子 氏
当クラブの女性会員として、初めてクラブ選手権にチャレンジされた
記録もあり、また日本ゴルフ協会、関東ゴルフ連盟などの女子競技にも
出場され、傑出した存在であった。女子会員の中心的な存在として
リーダーシップを発揮され長く在籍された。

吉川 金重 氏
３代目の競技委員長として競技運営の基礎作りに貢献された。ご自身は
日本のトッププレーヤーであり、日本ゴルフ協会の競技委員長も歴任され、
当クラブではとびぬけた存在であった。
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夏
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Autumn
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東コースのポイント

1. ストレートなホール。220ヤード地点までは広めなので無理せずにフェアウェーに。ロングヒッ
ターは左の林に注意。Aグリーンは奥から又Bグリーンは右から左へ速い。Aグリーン手前バン
カーは避けて。

2. このパー3はAグリーン、Bグリーンとも打ちにくい。ティの向きが中央バンカーを向いているので
スタンスに注意。ショートしやすいホールなので。大き目のクラブで両グリーンとも奥から非常に
速いので気を付ける。

3. 長めのパー4、右ドッグレッグ。第一打はセンター左へ少し飛ばしていきたい。第二打は左右の林
に注意して手前から攻めたい。Aグリーンは右奥から速い。中央バンカーに注意。

4. スネークのパー5。ねらいは左バンカー右サイド。第二打は100ヤード左の右側がベスト。右の林
は、グリーンがねらえないので注意。Aグリーンは中央から左奥に、Bグリーンは奥から速い。

5. 短めのパー4だが第一打・二打ともポジションに打ちたい。両グリーンとも第一打は左バンカー右
へ。右バンカーからはグリーンへは無理。Aグリーンは左から右へ速いのでアプローチ、パターと
も注意。

6. 打ち下ろしの池が気になるパー3。ヤーデージより5ヤード短めで又風が回る時に注意。グリーン
は奥から少し速い。

7. 左ドッグレッグの長めのパー4。日高C.C.では一番むずかしいかも。
 第一打は中央にある2本の木の左目に。左の林は出すだけ又右目は長いクラブになる。両グリー

ンとも大きなクラブになると思うが奥に速いので手前目から。グリーンは小山があるのでパター
がむずかしい。

8. 少し右ドッグレッグのパー5。第一打は右の林に注意してセンターより左サイドに。第二打は150
ヤード近くの左右のバンカーがきいている。坂の下からのショットは5ヤードほど大き目に。Aグ
リーンは中央から右奥に速いので、アプローチ、パターとも気を付けて。

9. ストレートで短めのパー4。第一打がかなりむずかしい。右120ヤード地点の大きなバンカーだけ
は避けたい。Aグリーン右奥とバンカーには入れたくない。
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西コースのポイント

1. ストレートなパー4でティショットは広目。240ヤード地点のバンカーには入れたくない。Bグリー
ンはねらえない。少しグリーンが上っているのでキャリーで乗せたい。Aグリーンは左奥に速め。

2. 短めのパー5。第一打は、左右バンカーと右OBに注意して右サイドバンカー左へ。第二打は右80
ヤード地点の手前か、左ラフ方向へ。坂下からは、1クラブ大き目に。両グリーンとも奥から速め。

3. ほぼストレートなパー4。第一打はフェアウェーが右傾斜なので左の林右へ打ちたい。
 Aグリーンへの第二打は、右バンカーに注意して。少し打上げなので大き目のクラブで。Aグリー

ンは中央マウンド、Bグリーンは左奥から速め。

4. 手前バンカーがきいているパー3のホール。Aグリーンは中央から奥へ速いので手前から。両グ
リーンとも奥と右へはずすとむずかしい。グリーンは少し傾斜あり。

5. 距離のある左ドッグレッグのパー4。第一打は右側の木の左目に。このホールは特に第二打をどこ
に打つか選択に迷う所。グリーンまで30ヤードの地点には入れず、手前か又はバンカー越えで。
アプローチで寄せてパーを取りたい。

6. 少し右ドッグレッグのパー4。第一打は左目に。右のバンカーだけは避けたい。グリーンは少し砲台
になっている。Aグリーンは、おわん型なのでアプローチに注意。Bグリーンは受けている。

7. 日高では長いパー3。中央と左右、手前のバンカーには入れたくない。30～40ヤードあるので乗
せにくい。第一打は大き目に、又フロントティからは打上げなので10ヤード位は大き目に。グリー
ン中央のマウンドに注意。

8. 583ヤードと長目の左ドッグレッグのパー5。第一打は、左の林と右バンカーに注意して右フェア
ウェーねらいで。第二打は右150ヤードのバンカーには入れたくない。Aグリーンの手前と右
バンカーには絶対に入れてはダメ、1回では出ないかも。Aグリーンはおわん型なのでアプローチ
に注意。両グリーンともオーバーからはむずかしい。

9. ストレートのパー4。フェアウェーにうねりがあるのでボールの位置によってはむずかしい。
両グリーンとも手前からランでは乗りにくい。Aグリーン右、中央　Bグリーン左バンカーには
入れたくない。Aグリーンは奥からBグリーンは右奥から左手前に速い、上からは要注意。
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南コースのポイント

1. ほぼストレートなパー4。第一打は右サイドのダブルバンカーに注意しセンター左目に。第二打は
手前目から。両グリーンともオーバーからのアプローチはむずかしいがグリーンはやさしい。

2. せまく、短いパー4。簡単なホールではない。左の林に注意し左フェアウェーに打ちたい。両グリー
ンとも小さいので第二打は距離を合わせたい。

3. 左ドッグレッグのパー5。左バンカーを避け右目に。正面バンカー手前まで235ヤード。第二打の落
下地点はせまいので使用グリーンによっては右左と打分けたい。グリーンはフラット。

4. 池越えのパー3。A、Bグリーンへはティグランドが斜めから打つのでスタンスが取りにくい。Aグ
リーン奥と右OBに注意。両グリーンともフラット。

5. 短めの左ドッグレッグのパー5。第一打は右段上がベストポジション。坂からのショットはむずかし
い。第二は左右バンカーに注意。A、Bとも小さいグリーン。Bグリーンは左奥から速い。

6. 左ドッグレッグで第二打が池越えの短いパー4。第一打は200ヤード右側に打ちたい。第二打は両
グリーンともオーバーからのアプローチは止まりにくいので手前から攻めたい。

7. せまいフェアウェーで第二打が嫌なパー4。第一打は左バンカーを避け右手前目に。
 Aグリーンは松で距離感がむずかしく、右手前バンカーもむずかしい。Bグリーンは奥行きが

ない。

8. 打ち下ろしの短いパー3。だが気を抜くと大けがになる。打ち下ろしはあまり見ない方がよい。グ
リーンは両方とも奥から速め。

9. 第一打右目に池のあるパー4で池までは230ヤード、右手前に打ちたい。第二打は池越えになる
ので、A、Bグリーンともオーバーに注意。グリーンはむずかしくはなく、わりとフラット。
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ゴルファーとしての心がけ
私は、41歳の時に日高カントリークラブ平日会員として入会し、半年ほどし
て正会員になりました。
日高に入会してからは、たくさんのすばらしいお友達に恵まれ、帰りの際に
次回のプレー予約をすることが楽しみとなりました。次第にゴルフ仲間が増
え、楽しいと気づいた時には、すっかりゴルフの魅力にはまっていました。
ゴルフは一人でも楽しめるスポーツであり、いつでも誰とでも一緒になって
ラウンドできる事が私にとって幸せに感じています。
日頃から心掛けていることは特にありませんが、ずっと変わらず自然体で
ゴルフをやってきた事が、今の私に繋がっているのだと思っております。
主人が亡くなってからもゴルフ好きな仲間に恵まれ、ゴルフ回数も多く
なりました。
また、海外の様々なゴルフ場でプレーした事が楽しく思い出され、一緒に
行った仲間達に感謝しております。
以前から、70歳になったら田舎暮らしをしたいと思っており、昨年（2010年
4月）実現する事ができ、今は田舎でのゴルフ生活を満喫しております。

今後のゴルフライフ
昨年、東京を離れ、今は故郷の静岡県の藤枝市へ居を移しました。
住まいから10分程にある『藤枝カントリークラブ』で懐かしい仲間とプレー
を楽しみ、日高と同じようにレディース競技にも参加し、幸せな日々を送っ
ております。
これからも健康で元気に人生を走り続けたいと思っております。

馬詰 節子 氏 〈昭和13年（1938年）8月3日生〉
昭和55年（１９80年）9月　入会
・ 最多来場年と回数 平成17年（2005年） 136回
・ 最小ハンデ JGAハンデ10
・ 延べ来場回数 1,374回

  I N T E R V I E W  インタビュー

「レコードホルダー」に聞く
馬詰 節子 氏 当クラブ会員の中で年間最多来場回数のトップの位置を、長年にわたり

確保して来られました。数年前に好敵手であった杉浦重敏氏が他界されて
以降、圧倒的な記録を残されてます。

イギリス　セントアンドリュース
昭和57年8月10日
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競技ゴルファーを目指す人々に一言
私がゴルフを始めたのは４０歳の時で、当時としてもかなり遅いスタートで
はないかと思っています。今では若いプロゴルファーに刺激されてか、若
くしてゴルフを始める人が多くなり、大変結構なことです。特に若いゴル
ファーにとっては、素晴らしい道具もあり、練習や研修の場も多くなってき
ているので大いに練習に励んで競技に参加してほしいものです。そして対
外競技も積極的に出場されるといいと思います。
私も日本の代表選手（アジア太平洋シニアアマチュアゴルフ選手権）とし
て、海外のコースで戦ってきました。優勝したこともありました。おかげで多
くの外国の友人ができ、とてもよかったと思っています。

今後のクラブライフについてと家族に一言
ゴルフを始めた頃は、朝、昼、晩と良く練習したものです。幸い自営業ですの
で練習時間の調整はうまくいきました。練習を重ねた結果、おかげでいろい
ろとタイトルや上位入賞を果たすことができました。
この陰にはうちの家内にも大変世話をかけました。ゴルフを始めた頃には
練習場までお昼の弁当を届けさせたこともありました。家内には本当に感
謝しております。頭があがりません。
これまで病気はほとんどしませんでした。これからも健康のため、カートに
乗らず歩いてラウンドします。元気でなければ楽しい、好きなゴルフをでき
ませんから。

第４回アジア太平洋
シニアアマチュアゴルフ選手権
表彰式 個人優勝同氏（右から２人目）

岡野 幸男 氏 ゴルフのキャリアでは比較的奥手のスタートであったにもかかわらず、50
歳以降めきめき腕を上げ、70歳以降は度重なるエージ・シュートを達成。
その回数はご自身の年齢を上廻るものと思われます。ここに当クラブの
中高年ゴルファーの星をご紹介します。

岡野幸男 氏　競技成績 〈大正13年（1924年）10月27日生〉
昭和54年（１９７９年） 日本アマチュアゴルフ選手権　７位
昭和61年（１９８６年） 関東シニアゴルフ選手権　優勝
昭和62年（１９８７年） 第 ９ 回 日本シニアゴルフ選手権　３位タイ
昭和63年～平成5年（１９８８年～１９９３年）　アジア太平洋シニアアマチュアゴルフ選手権 日本代表選手団派遣
平成 2 年（１９９０年） 第１２回 日本シニアゴルフ選手権　２位タイ
平成 6 年（１９９４年） 関東グランドシニアゴルフ選手権　優勝
平成 6 年（１９９４年） 第 １ 回 日本グランドシニアゴルフ選手権　優勝
平成 7 年（１９９５年） 第 ２ 回 日本グランドシニアゴルフ選手権　３位タイ
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私たちのターゲット（目標）
司会 みなさん、お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。
 従業員座談会の進行役を務めせていただきます。
 まずは、各部門からお話をいただきます。できるだ

け身近で達成可能な目標にふれてください。最初
に業務営業部三輪さん、お願いします。

三輪 私たちができることとしては、お客様に少しでも感
動していただくためには、どうしたら良いかを考え
ることだと思います。例えばゴルフ場に来てクラブ
ハウスが清潔だったり、コースに出た時にコースが
この上もなく綺麗だったりなど。

司会 同じ業務でもちょっと分野が違う小林さん、意見を
お願いします。

小林 三輪さんのように少しでも感動していただくこと
は、私も同感です。私ができることは、まず５０周年
を迎えられたことを今までのメンバー様及び先輩
従業員の方々に感謝することです。また、原点に戻
りメンバー様に愛されるよう本当にアットホームな
ゴルフ場になるよう心がけたいと思います。

司会 そうですね。先輩達が築き上げてきたものを受け
継いでいきながら、明日の日高に向けてさらに磨
き上げる努力が必要でしょう。小俣さん、どうで
しょうか？　

小俣 私の部署は、朝気持ち良くお迎えして、夕方気持
ち良くお帰りになっていただけるように、フロント
での印象を大切にすることです。フロントはお客様
とはじめに接する場所で、お帰りの際にはお見送
りする場所でもあるので、プレーだけではなく、ス
タッフとの会話も楽しんでいただけるように努力
して行きたいと考えています。

司会 フロント業務も重要と思いますが、コース環境部も
いろいろ努力されていますね。

本田 はい。日高カントリークラブも開場から５０年経ちま
して、今後のコースの維持管理を考えると、大きく
育った樹木でも芝生の状態を悪くする場合は、整
理しながらコースの維持管理を行っていかなけ
ればと思います。今後は、お客様がパッと見て整
備された印象を受けられるコースを造りたいです。
木を切った所は芝が張られて一面緑で、どこまで
行ってもボールが飛んでいく所に芝があるような、
そういうコース造りをしていきたいです。

司会 コース環境部も、会員の皆様の意見を大切にしな
がらがんばりましょう。食堂サービス部では、来場
者が男性・女性・若い人あるいは年配の方がいらっ
しゃる中、年配の方が多くなってきているのでメ
ニューにはいろいろな配慮をされていますね。

舩木 そうです。食堂はやはり時代と共に食の好みが変
化していくので、全員の方に満足していただくと
いうのも難しいのですが、その中で新しいものを
取り入れて行きたいと思います。また、お客様と接
する時間が長いので、そういう時にお話ししたり、
「今日はどうでしたか？」等のさりげない会話を大
切にしたいですね。先程小林さんが言ったアット
ホームな感じで、日高に来て楽しくお帰りいただく
のが食堂としての目標です。幸い古くからの従業
員も多く、お客様の好みなどもよく分かっています。
そういうところを大切にしたいです。

司会 そうですね。ニーズの多様化に対応していく必要
がありますが、アットホームな感じの食事もいい
ですね。

小林 ゴルフ場業務はフロントだけが良くても駄目です
し、コースだけが良くても駄目で、すべての部門の
レベルがそろうことが大切ですね。

舩木 食堂は、お酒を飲んでゆっくりしていただくことも
難しくなっていて、プレーの終わった後にパーティ
を行うというお客様も減っています。

 プレー後に是非食堂に立ち寄っていただくため

スタッフ座談会

明日の「HIDAKA」を想う
このたびの５０周年開場記念の冊子に、これからの(株)日高カントリー倶楽部をになう
中堅スタッフにフリーに語る場を設けさせていただいた。
１回目は２月２４日に下記内容を語ってもらったが、大震災後の４月１３日に座談会を開き、約１か月の間に急激
に発生した様々な環境変化とその体験及びこれからの対応などの内容を追加した。

  スタッフ紹介 司会 ： 平沼　正史 （支配人） 出席者 ： 業務営業部 三輪　悟 （キャディマスター）
       小林　哲 （人事・総務）
       小俣　小太郎 （購買・フロント）
      コース環境部 本田　豊  （グリーンキーパー）
      食堂サービス部 舩木　規夫 （食堂ホール）
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何かしなければと思います。せっかく眺めの良い
所に食堂もあるし、パーティ室もある訳ですから
･･･。食堂ホールから春になれば桜が見え、５月に
なれば藤も見られる。秋になれば紅葉も見られ、夏
は緑で綺麗なコースになっているので、お客様に
少しでもゆっくりしていただけるような取り組みを
行っていきます。

小俣 ホームページでも、もっとアピールしていくように
がんばります。

三輪 各スタッフがやっていることを様々な形で情報発
信していくことが大切なのです。

司会 いずれにしても、それぞれの部門が連携を密にし
て、「より良い日高」を目標に進んでいく、これが一
番良いことだと思います。皆でやっていければより
良いカントリークラブができるでしょう。「より良い
カントリークラブ」の目標にステップ・バイ・ステップ
で近づくことができると確信します。

環境に優しいゴルフ場と
サービス品質の一層の向上を目指して
司会 日高ではＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム/

サービスの品質管理を導入していますが、この概
念に環境問題を結び付けた小集団活動を行ってい
ます。このテーマについて、その取り組みを各部門
別に紹介してください。

三輪 「環境に優しいゴルフ場」に関し、毎年小集団の発
表会を行っていますが、今年業務営業部で発表し
た紙の使用量の削減は基本的なことで、全員が
参加でき、従業員のエコに対する意識が変わり良
かったと思います。

司会 ＩＳＯ関係・環境関係の、いろいろな認証は業務営
業部が行っていますが、小林さん。

小林 私たちの部門でも環境とＩＳОの本来のテーマとの
取り組みは、小集団活動に集約しています。なかな
か環境に取り組むというのは難しいのですが、小
集団活動を行うことで毎年取り組むことができて
います。環境改善は、サービスの向上に結び付くも
のと考えています。

 以前、活動の一つで「電気の削減」を行いまして、こ
れも相当な成果が出ています。皆で無駄な照明を
消したり、エアコンを調節したりと、いろいろな基
準を作りました。その結果、環境に取り組むことが
楽しいと思い始めています。

　 環境とは違うのですが、私が入社した十数年前
ですけれども、伝統があるが故にマニュアルとい
うものがなく、「仕事を覚えるのは目で覚えなさ
い」、「自分で勉強しなさい」ということが基本で
した。ＩＳＯを導入することにより新入社員でもマ
ニュアルがあるので全体の把握がしやすくなり
ました。

小俣 たしかに、そうでした。ちなみに、私たちはスコアペ
ンシルの再利用を行いました。

小林 スコアペンシルの再利用という活動は、私たちだ
けではなく、お越しいただいたプレーヤーも参加で
きる活動ですよね。

本田 キャディさんがエコキャップ活動も行っています
よね。

舩木 ずっと止めないで続けて、３年ぐらい経つのです
かね？

司会 コース環境部は、いかがでしょうか？

本田 私たちはリサイクル。芝生や落葉樹の葉っぱを利
用した堆肥製造などを行っています。これは今後
も続けていくつもりです。また、剪定枝や枯木は
チップ化したり、紙製品の原料として提供して再
利用しています。

司会 芝の刈りカスなども全てまた場内に戻すというこ
とですね。

本田 そうです。

司会 食堂サービス部は生ゴミの削減など環境への対
応で、どんな進め方をしているのですか？

舩木 食堂サービス部はゴミを極力出さないようにする
ことが基本です。実際発生した生ゴミをどうする
かについても考えていかなければと思っているの
ですが、去年も少し行いましたが、コース環境部と
協力して取り組んでいきたいです。

本田 堆肥との混合ですね。

舩木 生ごみをコンポストに入れるなどしています。あと
は、どう利用していくかですね。

司会 「環境、環境」と簡単に言いますが、ほんの小さなこ
とに取り組むことも大切で、業務営業部が行って
いる電気のスイッチを1つでも消す、空調の温度を
1度下げるなど、一つ一つの取り組みが、環境保全
のためには益々大事なことかと思います。

小林 ところで、コース環境部がＩＳОを取得して品質向
上に繋がったことは何ですか？

本田 ３年前ぐらいから一気にコースコンディションが良
くなってきたのですが、それが成果の一つでしょう。
やっとここで機能してきたということです。

舩木 私たちは、食堂利用の際に年間２回程アンケート
の実施に協力をお願いしています。アンケートがな
いと、利用者の方々の意見が聞けず自己満足で終
わってしまいます。アンケートは広く意見や評価が
いただけるので「今後どうしていこう」とか「お客様
がどういうものを求めているか」という対応策を進
めることができます。

小俣 確かに、コメントを書いてくれるアンケートはあり
がたいですね。「良い」だけではなくて。
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舩木 そう、分かり易いです。どこが駄目なのかと･･･。

三輪 キャディが会社の中で一番人数が多い部門なので、
サービスのレベルアップと管理方針の徹底という
意味でこのＩＳＯを取り入れたことにより、マニュア
ルに具体的な内容を加えることができたのかなと
思います。

小林 そうですよね。キャディは教育訓練に関しては一番
行っている部署ですし、ＩＳＯを取得して教育訓練を
きっちりやるようになりましたから。

小俣 教育訓練があるから外部研修にも行かれているの
ですね。やはりそういうのがあるのは良いですよね。

司会 ＩＳＯは企業ごとに自分たちが必要なまた要求され
る内容とすることが一番良い訳です。我々として
ＩＳＯ活動をどのようにして持続しレベルアップ
していくかが重要であり、常に改善していくことが
大切です。

今後の目標
三輪 一連の社会奉仕的な活動を意欲的に増やしたら

いいのではないかと。日高市とはいま現在もチャリ
ティー活動を行っていますが、今後は地域との交
流関係を広げて回数も増やしたりしていければ良
いと思います。

司会 地域があって、我々企業が活動している訳ですか
ら、確かにそうですね。小林さんいかがですか？

小林 日高に入社して以来、本当にいろいろなことを学
ばせていただきました。特に学んだ点は、新しいも
のと古いものをうまくミックスさせるところだと思
います。伝統がありながらＩＳＯをいち早く導入した
り環境問題に取り組んだりしているところですね。
クラブハウスはオープン当時の建物をリフォーム
し大切に使用しています。そういう心を学びました。
次の世代にも正しく伝えていきたいなというとこ
ろがあります。

小俣 コース売店に関しても、古い茅葺屋根などを大切
に整備して常に良い状態にして、ここまで維持し
ていますし･･･。

 私としては、お客様は笑顔でお越しいただき、笑顔
で帰っていただくようにしたいです。

司会 本田さん、今後「こんなふうにしていきたい」という
ようなものがありましたらお願いします。

本田 抱負としては、冬でも夏でも、「いつ来ても期待通
りのコースだ」というコースを造りたいです。大き
なオープントーナメントなどの競技を是非一度体
験してみたいものです。

三輪 それは従業員全員のレベルアップにも繋がりま
すし・・・。

司会 舩木さんはどうです？

舩木 抱負としては日高のオリジナルのもの、メニュー
にしろサービスにしろ、そういうのを出していけた
らと思います。「日高に行ったら、あれを食べたい」
と期待されるものを提供したいものです。例えば、
チャンポンメンをこの辺でやり始めたのは多分私
たちが最初だと思います。その後に近隣でもやり
始めたと聞きますね。その中でお客様から日高のク
オリティーを高く評価していただいています。

小林 プレー後などにゆっくりしていけるように、いつ
までも残っておしゃべりしていただける雰囲気を
作っていきたいものです。

司会 いずれにしても当クラブの伝統と歴史。これを重
んじて、継続しながら新しい風を入れることが大切
になってくるはずです。

 常に質の高いサービスをお客様に提供することが、
日常の業績にも反映していますので、これからに
向けて明確なビジョンを持ってがんばりましょう。

（株）日高カントリー倶楽部　ゴルフ場組織図　平成23年6月16日

取締役会 東京営業所 業務営業部

食堂売店サービス部

コンサルタント

ISO事務局 ISO内部監査チーム

コース環境部 コース整備環境 環境保全（コンポスト）

機械整備

接客サービス

調理サービス

プレー営業

庶務・施設営業

購買・フロント営業

人事・総務営業

顧問

支配人

監査役会

Ｉ
Ｓ
Ｏ
管
理
責
任
者

代表取締役社長
ISO最高責任者
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司会 座談会に先立ちまして、この度の東日本大震災に
より被災された皆様には心よりお見舞い申し上げ
るとともに、皆様の安全と健康、そして１日も早い
復旧をお祈り申し上げます。

 さて、震災後約1か月がたちました。この機会に再
度みなさんに集まってもらい震災後の対応と異常
気象についての話し合いの場をもうけました。

３.１１に関連して
三輪 今回の震災は、仕事・家族・自分自身のいろいろな

面で私たちの考え方を再認識させられる出来事で
した。毎日のように、何をすべきなのかを考えさせ
られます。

本田 そうですね。私たちの年齢になると家族を持ち、家
を持ち自分だけがよいというわけにはいかないで
すから。

小林 両親のことも考えるようになりました。ゴルフ場
はキャディなど家庭の生計を担っている者が多く
在籍しています。人事担当としては計画停電の影
響でゴルフ場が休場になりお客様が来場されなく
なってしまったら稼働給であるキャディの生活がど
うなるのか本当に心配しました。

 ただ、震災直後に行われた会議でプレーを希望さ
れるお客様のために休場をしない方針が示されま
した。ご来場されたお客様の満足度を低下させな
いために、私たちができることを考え行動すること
に専念できました。

 結果として近隣のゴルフ場が休場するなか当クラ
ブは一日も休むことなく営業できたことをありがた
く思います。

小俣 震災の影響が計画停電にまで及ぶとは思いませ
んでした。電気が止まると照明・パソコン・電話な
どの通信機器、井戸水を使用するためトイレ・浴
室が使用できず苦悩しました。電気に関しては小
型の自家発電機を数台用意し、トイレの水は市営
水道への切り替えができる配管の措置を講じて
浴室以外の設備は使用できるようになりました。

舩木 停電時は食堂用に小型の自家発電機を準備して
いただいたので、厨房の照明やガスの換気器具の
電気として使用しました。停電以外では、震災の影
響で食材の仕入れができないことに悩みましたが、
せっかくお越しいただいたお客様に少しでもリラッ
クスしていただけるよう品数を限定しながらも温
かい食事を提供して喜ばれました。

小林 実際の停電時にはスルーでもプレーできるように
バナナや飲み物をお渡しして、来場されたお客様
から感謝のお言葉をいただきました。支配人を中
心に各部署のリーダーが集まりできる限りのサー
ビスの提供を行うための対策を話し合ったことが
思い返されます。

司会 震災による影響は計画停電だけではなく、交通事
情によるお客様のキャンセルも大きかったと思い
ますが、いかがですか？

小俣 ガソリンの不足の対応にも一苦労しました。従業
員の中には車のガソリンが無くなり自転車で通勤
する者もいました。クラブバス及びコースの作業
機械の給油体制を維持するために何度も取引先
に出向き融通をしていただき、本当に感謝してい
ます。取引先を大切にすることの重要さを再認識
しました。お客様の給油の確保までは残念ながら
できなかったのですが。

小林 電車の運行も安定しない状況でしたので一時は狭
山市駅のクラブバス停留所に案内係を配置し、電
車の運行状況はクラブのホームページにて最新の
情報を掲載しました。

司会 引き続き電力・燃料不足は不安定な状況にありま
すが、これから夏を迎えるにあたり電力対策はい
かかですか？

本田 夏場の散水には気を使います。井戸水を汲み上
げるポンプが動かなくなることを想定して１ｔの水
が入るタンク車３台を満水にし、２５０ｔの貯水タン
クにも水を充填させています。これだけの量があ
れば２７ホールを一晩中散水できる量となります。
今年の夏は勤務態勢の変更も考えながら、例年
より体調管理に気をつけ頑張って乗り切りたいと
思います。

小俣 停電時でも、浴室以外のライフラインは最低限利
用できる状態となりましたが、エアコンは使用でき
ないので、クラブハウス内の室温を下げるため風
通しをどのようにするかを検討中です。お風呂は
シャワーだけでも使用できるようにする予定です。

舩木 冷蔵庫の食材も常温で保存できるものや余分な
食材の在庫のないように心がけています。

小林 1か月経過しても毎日のように体感する余震が起
きているので地震による停電の対策にもつながる
と思います。従業員も夏場エアコンを使用しなくて
も健康を維持できるような管理を考えます。

司会 急遽準備した小型の発電機のみではお客様への
安定したサービスが提供できません。今後は、非
常用の電源の確保が急務と思われますがいかが
でしょう。

三輪 このたび非常用電源の投資を優先させて、コース
管理棟の着工を延期することとなり、お客様だけ
でなく、私たち従業員も感謝しています。コース管
理棟が新しくなることは従業員にとってもうれしい
ことですが、電気が供給されないことによる休場
やお客様の減少の方がはるかに困ります。お客様
のご要望がある限り電気がないことでコースを休
場することは行いたくないと思います。
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小林 太陽光パネルの導入も検討していただいておりま
す。クラブハウスは鉄筋構造で数年前には耐震補
強も行っていますので地震の際にも太陽光パネル
の損傷も比較的少ないと思います。自家発電機の
設置と太陽光パネルの組み合わせが完成すると、
環境問題に対しても積極的な活動につながると思
います。

司会 被災地への義援金の募金活動をフロントで行っ
ていますが、日高市に被害者の方々が定住され
る場合、我々の所有している国道４０７号沿いの約
４，０００坪の土地の提供を日高市に申し入れました。

異常気象への対応
司会 震災もそうですが、近年の異常気象の集中豪雨、

猛暑、低温障害、旱ばつなど、ゴルフ場に大きな影
響を与えますが真夏の暑さについてはどのような
対応が考えられますか？

本田 グリーンの風通しが重要だと思います。ここ数年
にわたり冬場から春の作業の一部にグリーン周り
の松の剪定を行っています。その結果、湿度の高
い梅雨から真夏にかけてグリーン上の藻の発生を
抑制することができるようになりました。真夏にお
いても風がグリーン上を通り抜けるため、芝に過
度のストレスを与えることがなく管理が行いやすく
なっています。

三輪 熱中症の対策としてはお客様とキャディの体調の
管理のため気温が３１度以上の場合はラウンドス
ルー及び２ラウンドのご遠慮をお願いしています。

 又、熱中症予防の啓蒙用紙をお渡しし、実際に熱中
症にかかった場合に備え救急用具及び簡易ベッドを
用意しています。また、常備しているＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の点検と訓練を実施しています。

小俣 夏場にお客様が倒れたという連絡がマスターから
入ると緊張感がはしります。幸い正門横に救急救
命センターがあるおかげで素早い対応ができ心強
く感じます。熱中症に限ると、ご年配の方よりも健
康だと思っている若い方が過信をして気がつくと
手足がしびれて動きが取れなくなっています。

司会 異常高温だけではなくゲリラ豪雨と呼ばれ死傷者
まで出ている集中降雨についての対策は考えてい
ますか？

小林 確かに、ゲリラ豪雨と雷によるプレーの中断には
神経を使いますが、集中豪雨が過ぎ去るとコース
内の水たまりもすぐになくなり、そのためにプレー
ができなくなることはありません。プレー再開の判
断が行いやすいです。特にグリーンの水はけがよ
いと感じます。

本田 ありがとうございます。集中豪雨の後のコースコ
ンディションも想定してグリーンの更新作業の回
数を多く行っており、コア抜きも比較的深くまで行
います。問題はバンカーですが、排水管の上に天
然のマット（椰子殻を使用）をひくことで雨でもバン
カー砂が排水管に流れださない対策を行い始め
ています。

司会 集中降雨は多発していますが同時に、一時的な雨
水が地下に浸透せずに芝が乾上がるなどの旱ば
つも問題となっていますがいかがですか？

小俣 異常気象が問題化する以前に全ホールに自動散水
設備の設置工事を行っており、このような気候にな
ることを見越して投資計画を実施していただいてい
たので、旱ばつもさほど影響はないのでは？

本田 そのおかげで助かっています。平成１８年から自動
散水の工事を行ったのですが、仮に工事をしてい
なければフェアウェイ及びティグランドはコース作
業員が手まきにて散水しているところです。水源
に関しても２か所の井戸水から給水できる体制を
整えてあります。また、一番重要なグリーンに関し
ても旱ばつや高温に耐性のあるＬ－93の品種に品
種転換していただいた結果安定した状態を保つこ
とができています。

司会 ２回にわたる座談会となりましたが、これまでの話
を要約すると危機管理（リスク・マネジメント）がか
なり浸透しているとは思います。「想定外」と言わ
ないですむよう、今後も時々刻々と変化する事象
に敏感に対応して行きましょう。ありがとうござい
ました。

支配人
平沼　正史

キャディマスター
三輪　悟

人事・総務
小林　哲

購買・フロント
小俣　小太郎

食堂ホール
舩木　規夫

グリーンキーパー
本田　豊
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競技記録
年 西  暦 クラブ選手権優勝者 理事長杯優勝者
昭和36 1961 石毛　欣家 未開催
昭和37 1962 吉川　金重 未開催
昭和38 1963 石毛　欣家 未開催
昭和39 1964 宮崎光市良 下條　　茂
昭和40 1965 郭　　茂林 清原　秀雄
昭和41 1966 新井　安寿 塩田　勇昭
昭和42 1967 佐伯　　弘 佐伯　　弘
昭和43 1968 大河内文男 北原　幸次
昭和44 1969 塩田　勇昭 中村　　寛
昭和45 1970 塩田　勇昭 宮地　修治
昭和46 1971 塩田　勇昭 岡野　幸男
昭和47 1972 岡野　幸男 柳島　朝彦
昭和48 1973 山下広太郎 落合　将己
昭和49 1974 岡野　幸男 橋本　一政
昭和50 1975 大久保幸次 田中　秀明
昭和51 1976 大久保幸次 橋本　一政
昭和52 1977 杉田　成豊 内藤　松雄
昭和53 1978 古菅　敏夫 利　　博文
昭和54 1979 岡野　幸男 山口　　昭
昭和55 1980 髙橋　録造 雲所　誠治
昭和56 1981 岡野　幸男 天野　雅之
昭和57 1982 白石　　亮 髙橋　録造
昭和58 1983 大久保幸次 橋本　一政
昭和59 1984 白石　　亮 佐藤　俊之
昭和60 1985 大久保幸次 藤森　文彬
昭和61 1986 斎藤　眞人 矢野　明義
昭和62 1987 岡野　幸男 岡野　幸男
昭和63 1988 桜井　真一 福田　治夫
昭和64（平成元年） 1989 大久保幸次 林　　吉男
平成  ２ 1990 大久保幸次 栗原　誠一
平成  ３ 1991 松井　義明 田中　倉造
平成  ４ 1992 大久保幸次 仲村　初男
平成  ５ 1993 内藤　松雄 井上　　堯
平成  ６ 1994 斎藤　眞人 井上　　堯
平成  ７ 1995 清水　幸彦 伊東　輝昌
平成  ８ 1996 岡野　幸男 田中　秀明
平成  ９ 1997 利　　博文 梶原　功嗣
平成１０ 1998 田中　倉造 小坂　　譲
平成１１ 1999 内藤　　潔 中村　康彦
平成１２ 2000 内藤　　潔 高松　　勝
平成１３ 2001 大久保幸次 古菅　君夫
平成１４ 2002 田中　倉造 岡野　幸男
平成１５ 2003 井上　　堯 荻澤　　晃
平成１６ 2004 内藤　松雄 土屋　雅史
平成１７ 2005 小山田壮権 小林茂三郎
平成１８ 2006 小山田壮権 髙橋　　功
平成１９ 2007 小山田壮権 加藤　武雪
平成２０ 2008 小山田壮権 屋宮　淳一
平成２１ 2009 小山田壮権 熊澤　英男
平成２２ 2010 相馬　聡夫 田中　倉造
平成２３ 2011
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年 西  暦 スクラッチ競技優勝者 シニア選手権優勝者 グランドシニア選手権優勝者
昭和36 1961 未開催 未開催 未開催
昭和37 1962 未開催 植田　正雄 未開催
昭和38 1963 佐野顕之輔 植田　正雄 未開催
昭和39 1964 宮崎光市良 石林友之進 未開催
昭和40 1965 前田　隆治 細谷　辰雄 未開催
昭和41 1966 中　止 定松　秀雄 未開催
昭和42 1967 新井　安寿 内田　邦彦 未開催
昭和43 1968 塩田　勇昭 内田　邦彦 未開催
昭和44 1969 中　止 内田　邦彦 未開催
昭和45 1970 岩崎　徳雄 内田　邦彦 未開催
昭和46 1971 大久保幸次 内田　邦彦 未開催
昭和47 1972 杉田　成豊 伊藤　鶴松 未開催
昭和48 1973 杉田　成豊 北原　幸次 未開催
昭和49 1974 杉田　成豊 志賀　信秀 未開催
昭和50 1975 大久保幸次 安藤芳次郎 未開催
昭和51 1976 杉田　成豊 安藤芳次郎 未開催
昭和52 1977 杉田　成豊 坂本　五郎 未開催
昭和53 1978 岡野　幸男 安藤芳次郎 未開催
昭和54 1979 山口　　昭 安藤芳次郎 未開催
昭和55 1980 岡野　幸男 佐藤　順吉 未開催
昭和56 1981 岡野　幸男 安藤芳次郎 未開催
昭和57 1982 岡野　幸男 高橋　忠国 志賀　信秀
昭和58 1983 斎藤　眞人 雨宮　武晴 亀田　俊夫
昭和59 1984 杉田　成豊 高橋　忠国 亀田　俊夫
昭和60 1985 岡野　幸男 岩間信二郎 亀田　俊夫
昭和61 1986 清水　幸彦 佐藤　順吉 志賀　信秀
昭和62 1987 大久保幸次 大河内文男 稲垣　源作
昭和63 1988 大久保幸次 豊島雍一郎 岩間信二郎
昭和64（平成元年） 1989 内藤　松雄 豊島雍一郎 笠原　貞夫
平成  ２ 1990 岡野　幸男 岡野　幸男 坂井　敏男
平成  ３ 1991 田中　秀明 亀田　秀夫 中　止
平成  ４ 1992 内藤　松雄 亀田　秀夫 笠原　貞夫
平成  ５ 1993 岡野　幸男 田中　満司 新里　武男
平成  ６ 1994 斎藤　眞人 岡野　幸男 新里　武男
平成  ７ 1995 岡野　幸男 雲所　誠治 坂井　敏男
平成  ８ 1996 大久保幸次 岡野　幸男 岩間信二郎
平成  ９ 1997 田中　倉造 大久保幸次 芦田　孝之
平成１０ 1998 田中　倉造 大久保幸次 岡野　幸男
平成１１ 1999 内藤　　潔 白石　　亮 豊島雍一郎
平成１２ 2000 津村　竜浩 大久保幸次 岡野　幸男
平成１３ 2001 田中　倉造 増井　昌弘 田中　満司
平成１４ 2002 澤村　治道 林　　吉男 亀田　秀夫
平成１５ 2003 内藤　松雄 林　　吉男 岡野　幸男
平成１６ 2004 井上　　堯 小菅豊太郎 秋山　　俊
平成１７ 2005 澤村　治道 井上　　堯 秋山　　俊
平成１８ 2006 本藤　利一 井上　　堯 小林茂三郎
平成１９ 2007 田中　倉造 伊藤　佐一 岡野　幸男
平成２０ 2008 内藤　　潔 井上　　堯 比留間秀夫
平成２１ 2009 内藤　　潔 伊藤　佐一 荻澤　　晃
平成２２ 2010 伊藤　佐一 伊藤　佐一 金成　忠夫
平成２３ 2011 増井　昌弘

54

110522_50周年記念誌2.indd   54 11/06/11   15:15



歴代理事・委員
　

分科会別 ＼ 期間 昭和３６年 昭和３７年 昭和３８年 昭和３９年 昭和４０～４１年

理事会

理事長 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登

理　事
（顧問）

石井光次郎
出光　佐三
井上　英熙
岩佐　凱実
岡村良太郎
金丸　富夫
熊谷太三郎
倉田　主税
栗原　　浩
小島正治郎
佐藤喜一郎
相馬　正胤
平沼弥太郎
Aｎtonin
Raymond

石井光次郎
石川　恒夫
出光　佐三
井上　英熙
岩佐　凱実
岡村良太郎
金丸　富夫
熊谷太三郎
倉田　主税
栗原　　浩
小島正治郎
佐藤喜一郎
相馬　正胤
平沼弥太郎

秋元　順朝
石井光次郎
石川　恒夫
出光　佐三
井上　英熙
岩佐　凱実
岡村良太郎
金丸　富夫
倉田　主税
熊谷太三郎
栗原　　浩
小島正治郎
佐藤喜一郎
相馬　正胤

秋元　順朝
石井光次郎
加賀山之雄
岸井　寿久
熊谷太三郎
髙橋　修一
堀　　正武
山田　正吉

秋元　順朝
石井光次郎
加賀山之雄
岸井　壽久
熊谷太三郎
髙橋　修一
堀　　正武
山田　正吉

コース委員会 委員長 冨士山雅寿 冨士山雅寿 柏木　　博 柏木　　博 田中　直規

競技・ルール
委員会 委員長 加賀山之雄 加賀山之雄 加賀山之雄 加賀山之雄 山本　　実

ハンディキャップ
委員会 委員長 中村　　豊 中村　　豊 植田　正雄 植田　正雄 荻野　　優

プロ・キャディ
委員会 委員長 中浜　軍治 中浜　軍治 岡田　通昌 岡田　通昌 久保田金五

エチケット・
フェローシップ
委員会

委員長 荻野　　優 荻野　　優 鳥越　　豊 鳥越　　豊 冨士山雅寿

ハウス委員会 委員長 金子　達一 金子　達一 小岩井　勤 小岩井　勤 大歳　康次

パブリケーション
委員会 委員長 星野　直昭 星野　直昭 麻野間清四郎 麻野間清四郎 内田　邦彦

（注）　1）.昭和５０年より副委員長制採用　2）.平成３年より選挙制採用　3）.平成１３年より任期４年制採用
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分科会別 ＼ 期間 昭和４２～４３年 昭和４４～４５年 昭和４６～４７年 昭和４８～４９年

理事会

理事長 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登

理　事 石井光次郎
荻野　　優
加賀山之雄
岸井　壽久
草ヶ谷省三
熊谷太三郎
髙橋　修一
谷山　輝雄
中村　　豊
堀　　正武

荻野　　優
加賀山之雄
岸井　壽久
草ヶ谷省三
熊谷太三郎
髙橋　修一
髙橋　　孝
谷山　輝雄
中村　　豊
堀　　正武

秋保　　実
荻野　　優
岸井　壽久
草ヶ谷省三
坂本　吉勝
田中　直規
髙橋　修一
竹田　真康
鳥越　　豊
堀　　正武
山本　　実

上野　貞夫
大河原栄一
岸井　壽久
草ヶ谷省三
黒川　宗雄
田中　直規
髙橋　修一
時岡　収次
堀　　正武
山崎　國雄
山田　義人

コース委員会 委員長 麻野間清四郎 荻野　　優 田中　直規
田中　直規
※上野　貞夫　

 ※昭和49年上野氏委員長

競技・ルール
委員会 委員長 郭　　茂林 秋保　　実 秋保　　実 山田　義人

ハンディキャップ
委員会 委員長 山崎　國雄 田中　直規 内田　邦彦 黒川　宗雄

プロ・キャディ
委員会 委員長 黒川　宗雄 山梨　　稔 山本　　実 伊藤鐘治郎

エチケット・
フェローシップ
委員会

委員長 三城　晁雄 中村　　豊
坂本　吉勝
※竹田　真康　

 ※昭和47年竹田氏委員長
山崎　國雄

ハウス委員会 委員長 伊藤鐘治郎 谷山　輝雄 荻野　　優 安倍　謙一

パブリケーション
委員会 委員長 定松　秀雄 上野　貞夫 鳥越　　豊

（注）　1）.昭和５０年より副委員長制採用　2）.平成３年より選挙制採用　3）.平成１３年より任期４年制採用

歴代理事・委員
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分科会別 ＼ 期間 昭和５０～５１年 昭和５２～５３年 昭和５４～５５年 昭和５６～５７年

理事会

理事長 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登 一万田　尚登

理　事 秋保　　実
上野　貞夫
内田　邦彦
大河原栄一
岸井　壽久
草ヶ谷省三
坂上憲之助
髙橋　修一
髙橋　正孝
山本　　実

秋元林之輔
内田　邦彦
大河原栄一
岸井　壽久
草ヶ谷省三
小柴　謙吉
坂本　吉勝
渋江　辰雄
髙橋　修一
髙橋　正孝
山崎　　章
山梨　　稔

安藤　龍一
秋元林之輔
大河原栄一
草ヶ谷省三
黒川　宗雄
髙橋　修一
髙橋　正孝
二宮　善基
山崎　國雄
吉崎　鴻造

秋元林之輔
内田　邦彦
大河原栄一
岡村　禎夫
坂上憲之助
髙橋　修一
髙橋　正孝
竹田　真康
別宮　晋一
山梨　　稔

コース委員会
委員長 上野　貞夫 坂本　吉勝 高木　康次 高木　康次

副委員長 竹内　正俊 斎藤　慶一 岡田　通昌 岡田　通昌

競技・ルール
委員会

委員長 秋保　　実
渋江　辰雄
※内田　邦彦　

 ※昭和53年内田氏委員長
安藤芳次郎 安藤芳次郎

副委員長 古菅　敏夫 古菅　敏夫 古菅　敏夫 古菅　敏夫

ハンディキャップ
委員会

委員長 内田　邦彦 山梨　　稔 中川　政一 中川　政一

副委員長 尾木　　薫 中川　政一 守田　省吾 守田　省吾

ハウス・プロ・
キャディ委員会
（昭和５０～５３年）

昭和５４～
キャディ委員会

委員長 坂上憲之助 山崎　　章 尾木　　薫 尾木　　薫

副委員長 稲垣　源作 石田　慶一 小坂　　真 小原　良二

エチケット・フェロー
シップ委員会
昭和61～
エチケット・フェロー
シップ・ハウス委員会

委員長 山本　　実 小柴　謙吉 稲垣　源作 大原　博夫

副委員長 太郎良定夫 山門　明雄 大原　博夫 池田　　宏

（注）　1）.昭和５０年より副委員長制採用　2）.平成３年より選挙制採用　3）.平成１３年より任期４年制採用
57

110522_50周年記念誌2.indd   57 11/06/11   15:15



 

分科会別 ＼ 期間 昭和５８～５９年 昭和６０～６１年 昭和６２～６３年 平成元～２年

理事会

理事長
一万田　尚登
※髙橋　修一

※昭和５9年 髙橋氏理事長
髙橋　修一 髙橋　修一 髙橋　修一

理　事 秋元林之輔
内田　邦彦
尾木　　薫
大河原栄一
岡野　幸男
岡村　禎夫
唐澤　高美
髙橋　修一
髙橋　正孝
別宮　晋一
山梨　　稔
吉崎　鴻造

秋元林之輔
尾木　　薫
大河原栄一
岡田　真雄
岡野　幸男
唐澤　高美
坂本　吉勝
髙橋　正孝
別宮　晋一
山田　義人
吉崎　鴻造

秋田　兼三
秋元林之輔
泉　　　勝
大河原栄一
岡野　幸男
唐澤　高美
髙橋　正孝
藤井　　立
村上平八郎
山崎　　章

秋田　兼三
秋元林之輔
泉　　　勝
大河原栄一
岡野　幸男
唐澤　高美
髙橋　正孝
藤井　　立
村上平八郎
山崎　　章
村上　昭吉

コース委員会
委員長 高木　康次 大河内文男 大河内文男 大河内文男

副委員長 斎藤　慶一 大野　民夫 大野　民夫 大野　民夫

競技・ルール
委員会

委員長 安藤芳次郎 岩崎　徳雄 岩崎　徳雄 岩崎　徳雄

副委員長 小林　俊三 大久保幸次 大久保幸次 大久保幸次

ハンディキャップ
委員会

委員長 守田　省吾 岩本　　栄 木下　哲治 木下　哲治

副委員長 中村　六郎 亀田　秀夫 亀田　秀夫 亀田　秀夫

キャディ委員会
委員長 石田　慶一 近藤　　一 近藤　　一 近藤　　一

副委員長 近藤　　一 山口　　昭 山口　　昭 山口　　昭

エチケット・フェロー
シップ委員会
昭和61～
エチケット・フェロー
シップ・ハウス委員会

委員長 大原　博夫 是永　久次 是永　久次 是永　久次

副委員長 池田　　宏 伊藤　正徳 伊藤　正徳 伊藤　正徳

（注）　1）.昭和５０年より副委員長制採用　2）.平成３年より選挙制採用　3）.平成１３年より任期４年制採用

歴代理事・委員

58

110522_50周年記念誌2.indd   58 11/06/11   15:15



分科会別 ＼ 期間 平成３～４年 平成５～６年 平成７～８年 平成９～１０年

理事会

理事長 髙橋　正孝 髙橋　正孝 髙橋　正孝 髙橋　正孝

理　事 秋元林之輔
池田　　宏
岩崎　徳雄
尾木　　薫
大野　民夫
岡野　幸男
亀田　秀夫
唐澤　高美
菊池　　智
小柴　謙吉
中澤　忠直
中島　八郎
早川　　進
村上平八郎

秋元林之輔
池田　　宏
岩崎　徳雄
尾木　　薫
大野　民夫
岡野　幸男
亀田　秀夫
唐澤　高美
菊池　　智
小柴　謙吉
中澤　忠直
中島　八郎
早川　　進

秋元林之輔
宇野　安雄
尾木　　薫
大深　悌佑
岡野　幸男
金子　正夫
唐澤　高美
菊池　　智
小柴　謙吉
田村　久昌
高柳敬次郎
豊島雍一郎
前田隆一郎
三ツ本善彦

秋元林之輔
追川　三蔵
大深　悌佑
岡野　幸男
唐澤　高美
菊池　　智
小柴　謙吉
近藤　　一
下條　　茂
城田　一成
田中　秀明
御手洗良昭
三ツ本善彦
村松　邦一
横田　由三

コース委員会
委員長 大野　民夫 大野　民夫 金子　正夫

城田　一成
※追川　三蔵　

※平成10年 追川氏委員長

副委員長 大久保幸次 金子　正夫 城田　一成
追川　三蔵

※小坂　利徳　
※平成10年 小坂氏副委員長

競技・ルール
委員会

委員長 岩崎　徳雄 岩崎　徳雄 前田隆一郎 田中　秀明

副委員長 追川　三蔵 追川　三蔵 田中　秀明 岩崎　徳雄

ハンディキャップ
委員会

委員長 亀田　秀夫 亀田　秀夫 豊島雍一郎 横田　由三

副委員長 荻澤　　晃 土屋芳五郎 横田　由三 内藤　松雄

キャディ委員会
委員長 早川　　進 早川　　進 田村　久昌 御手洗良昭

副委員長 武田伊一郎 武田伊一郎 御手洗良昭 安澤　栄喜

エチケット・
フェローシップ・
ハウス委員会

委員長 池田　　宏 池田　　宏 高柳敬次郎 下條　　茂

副委員長 牧　　亮一 牧　　亮一
※宇野　安雄
※下條　　茂

※平成8年 宇野氏委員長
　　　　　下條氏副委員長

水村　重美

（注）　1）.昭和５０年より副委員長制採用　2）.平成３年より選挙制採用　3）.平成１３年より任期４年制採用
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分科会別 ＼ 期間 平成１１～１２年 平成１３～１６年 平成１７～２０年 平成２１～２４年

理事会

理事長 髙橋　正孝 髙橋　正孝 髙橋　正孝 髙橋　正孝

副理事長 ̶ ̶ ̶ 岩崎　徳雄

理　事 安澤　栄喜
岩崎　徳雄
追川　三蔵
岡野　幸男
唐澤　高美
菊池　　智
小柴　謙吉
近藤　　一
高橋　　功
内藤　松雄
水村　重美
三ツ本善彦
村松　邦一

大久保幸次
大竹　　茂
岡野　幸男
亀田　秀夫
唐澤　高美
菊池　　智
小坂　利徳
是永　久次
近藤　　一
高橋　　功
水村　重美
三ツ本善彦
村松　邦一

伊東　輝昌
岩崎　徳雄
追川　三蔵
大久保幸次
岡野　幸男
亀田　秀夫
是永　久次
近藤　　一
内藤　松雄
堀古　孝一
松井　義明
利　　博文
三ツ本善彦
村松　邦一
山﨑　敏雄

相山　英生
伊東　輝昌
追川　三蔵
大河原茂夫
大久保幸次
金澤　　實
上川　　徹
是永　久次
野﨑　昭司
前田隆一郎
宮島　壯太
柳橋晃一郎
山本　　格
山﨑　敏雄

コース委員会
委員長 追川　三蔵 小坂　利徳 内藤　松雄 金澤　　實

副委員長 小坂　　譲 内藤　松雄 上原　広明 増井　昌弘

競技・ルール
委員会

委員長 岩崎　徳雄 大久保幸次 松井　義明 柳橋晃一郎

副委員長 大久保幸次 松井　義明 田中　秀明 田中　秀明

ハンディキャップ
委員会

委員長 内藤　松雄 亀田　秀夫 利　　博文 前田隆一郎

副委員長 前田隆一郎 利　　博文 内田　雅之 藤巻　輝一

キャディ委員会
委員長 安澤　栄喜 大竹　　茂 追川　三蔵 相山　英生

副委員長 大竹　　茂 藤沢　邦夫 安田　　望 馬詰　節子
※平成22年　退任

エチケット・
フェローシップ・
ハウス委員会

委員長 水村　重美 水村　重美 伊東　輝昌 山本　　格

副委員長 伊東　輝昌 伊東　輝昌 佐竹　和美 堀田　和彦

（注）　1）.昭和５０年より副委員長制採用　2）.平成３年より選挙制採用　3）.平成１３年より任期４年制採用　　　  （五十音順）

歴代理事・委員
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平成21年～平成24年

理事会メンバー

髙橋　正孝

伊東　輝昌

大久保　幸次

野﨑　昭司

山﨑　敏雄

岩崎　徳雄

金澤　　實

前田　隆一郎

山本 　格

追川　三蔵

上川　　徹

宮島　壯太

大河原　茂夫

是永　久次

柳橋　晃一郎

相山　英生

（五十音順）
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株式会社日高カントリー倶楽部
歴代役員
取締役 就　任 退　任

髙橋　修一 昭和３４年 平成  ３年　３月 　代表取締役　昭和４３年～

堀　　正武 昭和３４年 昭和４７年　２月 　代表取締役　昭和３４年～

岸井　寿久 昭和３４年 昭和５１年　２月

山田　正吉 昭和３７年　２月 昭和４１年　２月

草ヶ谷省三 昭和４３年　２月 昭和５６年　３月

髙橋　正孝 昭和４９年　２月 　代表取締役　昭和６２年～

大河原栄一 昭和４９年　２月 平成  ３年　３月

別宮　晋一 昭和５６年　３月 昭和６２年　３月

村上平八郎 昭和６２年　３月 平成  ４年　３月

菊池　　智 平成  ３年　３月 平成  ９年　３月

中島　八郎 平成  ３年　３月 平成  ７年　３月

中澤　忠直 平成  ４年　３月 平成  ７年　３月

大深　悌佑 平成  ７年　３月 平成１１年　３月

三ッ本善彦 平成  ７年　３月 平成１３年　３月

村松　邦一 平成  ９年　３月 平成２１年　３月

高橋　　功 平成１１年　３月 平成１５年　３月

堀古　孝一 平成１５年　３月 平成１７年　３月

山﨑　敏雄 平成１７年　３月

大河原茂夫 平成２０年　３月

田中　康彦 平成２２年　３月

監査役 就　任 退　任
秋元林之輔 昭和３４年 平成１０年　３月

近藤　　裕 昭和３７年　２月 昭和４１年　２月

唐澤　高美 昭和５６年　３月 昭和６２年　３月

村上　正吉 昭和６２年　３月 平成  ３年　３月

尾木　　薫 平成  ３年　３月 平成  ９年　３月

千ヶ崎行雄 平成  ６年　３月 平成１２年　３月

菊池　　智 平成  ９年　３月 平成１３年　３月

近藤　　一 平成１０年　３月 平成１９年　３月

宮島　壯太 平成１２年　３月

三ッ本善彦 平成１３年　３月 平成１６年　３月

大河原茂夫 平成１６年　３月 平成２０年　３月

宇野　皓三 平成１９年　３月

伊東　輝昌 平成２０年　３月
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あとがき

　本誌は開場50周年記念事業として、編纂制作され発刊を

みたものです。

　他にもいろいろな記念事業等もあり慌ただしく準備に追わ

れるなかで、スタッフの皆さんにはそれぞれの担当分野で情報や

資料の入手、取材、撮影の立合いなど手分けして作業を進め、

潜在力を十分に発揮して質の高い業務を果して下さいました。

　このような状況の中、「会報日高」や「開場記念号」等、

多数の編纂制作など経験豊富な髙橋理事長自らも率先垂範、

本誌の編纂には格別なご尽力をいただきました。厚く御礼を

申し上げます。

　このように多くの関係者皆さんのご協力をいただき、お陰を

もち内容豊かな50周年記念誌が完成し、発刊することが出来た

ものでございます。

　本誌は会員皆様が、クラブの歴史をご理解いただくことに

役立ち、将来の「日高カントリークラブ」としても有意義な資料と

なるよう願っております。

平成23年7月

日高カントリークラブ
副理事長　岩崎　徳雄
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平成２３年７月　発行

発　　　行 株式会社日高カントリー倶楽部
 〒350-1213　埼玉県日高市高萩1203
 TEL.042-989-1311
編　　　集 理事会事務局
コース解説 新井　規矩雄プロ
印　　　刷 東洋美術印刷株式会社

日高カントリークラブ
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