
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
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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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