
 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

10

110522_50周年記念誌.indd   10 11/06/13   11:44



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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 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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