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理事長
髙橋　正孝
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理事長就任
について
本年4月開催の理事会に於いて理事の就任と共に理事長の選出が行われ、今後４年間理事
長を務めさせていただくこととなりました。コロナ・パンデミックの今後が不透明な中で、会
員の皆様と共にクラブ・ライフの充実と活性化に注力して行く所存であります。皆様の御要
望は従来通り各分科委員会で対応していただきますが、理事長に直接のコンタクトも歓迎い
たします。いずれにしてもクラブ・ライフの要の分科委員会とは綿密なつながりをもって対
応させていただきます。これと共に各委員会とこれをアシストする事務局の一層の問題解決
態勢の充実も期待する次第であります。
さて、クラブとしてゴルフ場外部での活動の一つである地元福祉施設への協力を目的と
し、地元ゴルファーの参加によるチャリティ・ゴルフ会を毎年3回催し、福祉基金への拠出を
しています。また、近隣の保育施設に在籍する子供達に「素足で遊べる芝地」としての場所を
毎年提供しております。
競技では埼玉県や関東地区のゴルファーを対象にＪＧＡやＫＧＡ、埼玉県ゴルフ協会を通
じ競技会場を提供しています。こうした、本来のゴルフ場として地域への協力に加え、広大な
芝地と林地の営みである光合成で二酸化炭素の吸収と酸素の排出及びＨ2Ｏの蒸発散による
環境改善と維持の面をアピールして来ております。これに加え小出力ではありますが、ソー
ラー発電やバイオマスのリサイクルは光合成の効果に上積みされるものであります。
どうか会員の皆様に於かれては、これまでの集積した努力をさらに大きく進めたく、御理
解と今後の活動への御協力をお願い申し上げます。
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私が日高カントリークラブに入会しておおよそ
半世紀となります。東・西コースはバンカーの撤
去・移動・新設、コース内外の樹木の減少などの
変化（台風、松食い虫被害等）は有ったものの大き
な変化は無く当時の面影を残しています。レイア
ウトでの変化はありませんでしたが大きく変わっ
た事が１点あります。現在のBグリーンを高麗グ
リーンからベントグリーンへ変更した事です。高
麗グリーンに除草剤を散布し、高麗芝を枯らしそ
の後にベント芝の種子を蒔き発芽・発育を待つと
いった画期的な方法が採られました。出来上がっ
たグリーンは順調に育ち使用可能となりました
が、元々高麗グリーンとして設計されていたため
傾斜が強く高速グリーンに対応できませんでし
た。東６番、西9番の改造は比較的早く行われまし
たが東2番の改造は行われておりません。今でも
受けグリーンの手前へ傾斜が強くグリーンの奥
（上）にしかホールを切る事が出来ないという問題
が起きています。この問題を解決することが私の
就任にあたって最大の目標といたします。
2020東京五輪のゴルフ競技が昨年近隣の霞ヶ
関カンツリー倶楽部で開催されました。酷暑のな
か稲見萌寧選手が銀メダルを獲得したことは記
憶に新しいことと思います。40℃を超す気温の
中プレーをした選手もさる事ながらコースコン
ディションを維持した日本の技術革新は素晴ら
しい事だと思います。我が日高カントリークラブ
でも今までにないような酷暑の中、年間を通じて
素晴らしいコースコンディションを維持してい
るコース管理課に敬意を表します。
2019年日本シニアオープンゴルフ選手権が当
クラブで開催され好評のうちに終了しました。シ

ニアでも300ヤードを超えるドライバーを放つ選
手が何人もいました。近年ドライバーの飛距離が
伸び、それに対応し500ヤードを超えるパー４が
当たり前の時代に入って来ています。残念ながら
当ゴルフ場では土地の余裕が無く距離を伸ばす
可能性の余地が有りません。しかしコースレイア
ウトの優れた当クラブではラフの長さを調節し
グリーンの速さと硬さを工夫すれば試合でも十
分通用できるコースコンディションを作る事が
可能だと思います。しかしただ難しくするのでは
無く、メンバーからもゲストからも「また、プレイ
したいゴルフコース」と言ってもらえる整備され
たフェアウエイと速いグリーンを提供するコー
スにしたいと思います。
繰り返しになりますが、東2番Bグリーンの改
造は委員会としてプライオリティNo.1で働きか
けます。工事中は何かとご不便をお掛けしますが
ご理解ご了承をお願いいたします。
新型コロナ禍でまだまだ先が見えない中、業界
では予想外の好景気に見舞われゴルフ場は入場
者が増えて平日でもスタートが取りづらい状況
が続いています。バブルの時代のような過熱し
ないでゆっくりとゴルフ業界が発展することを
願っています。
最後になりましたがゴルフ場のサービスは会
員、分科委員会委員とゴルフ場経営者、従業員が
全員協力して作り上げて行くハーモニーです。ど
のような事でもお気づきの事が有りましたらお
近くの分科委員会のメンバーにご意見をお伝え
ください。各分科会、ゴルフ場と協力してより良
いクラブを作り出したいと思っています。皆様の
ご協力をお願いいたします。

コース委員長に
就任して コース委員長

田中　秀明
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競技・ルール委員長に
就任して

　2022年2月より日高カントリークラブ　競技・
ルール委員長に就任いたしました山崎隆二です。
競技・ルール委員会（以下、競技委員会と記載）は、
10名の委員で構成されております。
　数年前まで減少傾向にあったゴルフ人口です
が、2021年4月に松山英樹プロが日本人で初めて
マスターズに優勝したことや新型コロナウィル
ス感染症によるソーシャルディスタンス確保の
考え方の浸透などにより、安心・安全なスポーツ
としてゴルフが見直されたこともあり、ここ２～
３年はゴルフ人口が増加傾向になってきており、
ゴルフ練習場にも待ち行列が発生しているよう
です。
　また日高カントリークラブにおける正会員の
平均年齢も数年前に比べて２歳程若返っている
ことからも、若手を中心にゴルフ人口が急増して
いるようで、ゴルフ会員権価格も数年ぶりに上昇
傾向にあるようです。
　ゴルフの良さは、老若男女が一緒にプレーで
き、楽しむことができることではないかと思い
ます。プレーヤー同士がぶつかり合うわけでも、
ネットを挟んで敵味方が分かれているわけでも
ありません。ゴルフプレーをしながら、また食事
をしながらお互いに語り合える環境にあり、ゴル
フプレーを通してお互いを理解し合い、関係を深
め合うことで、より楽しくプレーできる競技では
ないかと考えています。そんな環境を競技会とし
て提供していくことが、競技委員会の役割だと
思っています。
　日高カントリークラブの主な競技は、５大競技
（クラブ選手権、理事長杯、スクラッチ競技、シニ
ア選手権、グランドシニア選手権）と毎月行われ

る月例会、年に１回の開催の新年杯や開場記念杯
などがあります。
　競技委員会はキャディマスター室の協力のも
と、それら競技会の日程調整から運営までを実施
し、マッチプレーにおいては先導車で競技進行の
サポートや主な競技のスターター等も行ってい
ます。その他にも、会員の方々が安心、安全にプ
レーするためのローカルルールの設置および管
理なども競技委員会の大切な役割です。
競技会の運営については、様々な課題も多くあ
ります。主な課題としましては、競技会における
プレー進行の問題や競技会への参加枠不足の問
題などが挙げられます。これらの課題を解決する
ための特効薬があるわけではないので、少しずつ
改善していかなければなりません。それには会員
の方々のご理解とご協力が必要です。
　競技委員会は、会員の方々や各分科委員会およ
び日高カントリークラブと連携し、より多くのゴ
ルファーが相互に理解し合い、関係を深め合い、
そして一年を通して全員が楽しめる競技会を目
指していきます。

競技・ルール委員長
山崎　隆二
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ハンディキャップ委員長に
就任して
本年2月からハンディキャップ委員長に選任さ
れました落合賢一郎と申します。
副委員長を町田輝三氏にお願いし、総勢10人の
委員で4年間、ハンディキャップ委員会の職務を
務めさせていただきます。会員の皆様のご協力よ
ろしくお願いします。
私が日高カントリークラブに入会させていた
だいた平成13年頃はクラブハンディキャップの
時代でした。その後、2014年にＪＧＡ／ＵＳＧＡ
ハンディキャップシステムが導入され、2016年改
定規則に準処したハンディキャップシステムを
経て、現在まで運用されてきました。その間のハ
ンディキャップ委員長の方々は、ゴルフが上手な
上に、ハンディキャップ制度について、たいへん
見識の高い人ばかりで、私のような浅学菲才な者
には務まるはずがないことからご遠慮しました
が、これから勉強すれば良いではないかとアドバ
イスをいただき、日ごろ楽しませていただいてい
る日高カントリークラブに少しでも恩返しがで
きればと考えて、お受けすることにしました。会
員の皆様や事務局の方にご迷惑をおかけするこ
とになると思いますが、ご容赦ください。
従前のＨＤＣＰシステムは、6つの異なる制度
で運用されてきましたが、2020年に世界統一のハ
ンディキャップシステム『ＷＯＲＬＤ　ＨＡＮＤ
ＩＣＡＰＳＹＳＴＥＭ』（ＷＨＳ）がスタートし、
この4月に日本国内の運用が開始されました。
ＷＨＳは、誰でも持てる、どこでも使える、正確
で使いやすいＨＤＣＰを３つの理念として、世
界中で、より多くの人々が、ハンディキャップを
使ってゴルフを楽しめるようにすることを目標
とし、従来のＵＳＧＡ　ＳＹＳＴＥＭと同様の仕

組みになっているとのことです。
従前のＵＳＧＡ　ＳＹＳＴＭからの主な変更
点、新たに追加された概要を、嶌田良彦前ハン
ディキャップ委員長が、広報誌「ＨＩＤＡＫＡ」
2022�No.128の誌面において、分かりやすく説明し
てくださいましたので、同誌の再読をお願いしま
す。
ＷＨＳによる変更として、ＨＤＣＰの更新頻度
が『スコア提出ごと』になったことと、スコア提出
期限が『ラウンド終了後、プレー当日中のできる
だけ速やかに、及び当日の深夜までに提出』があ
ります。このことに伴い、クラブの事務作業量が
非常に増加することが予想されることから、その
省力化のために、ＰＣ、スマホ等の堪能な方には、
ＰＣ、スマホ等のモバイル機器を使用する方法で
スコアを提出くださるようお願いいたします。ご
自身で入力しますと、自分のインデックスの推移
の確認、ＦＷキープ率、パット数、ＯＢなどのデー
タを蓄積することができます。ぜひ皆様のご協力
をお願いします。その登録方法等についてはマス
ター室にお問い合わせください。
これから4年間、ハンディキャップ委員の皆様
と一緒に、ＷＨＳシステムを勉強して、皆様にお
伝えし、ご意見を頂戴するとともに、他の分科委
員会との連携を図り、分かり易く使いやすい運営
を目標として努力する所存です。会員の皆様のご
理解とご協力をお願い致します。

ハンディキャップ委員長
落合　賢一郎
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この度、伝統ある日高カントリークラブのキャ
ディ委員長を4年間務めさせていただきます木下
かおりです。
副委員長は、赤坂慶太様にお願いをいたしまし
た。
還暦も過ぎ、今後はゴルフ人生を楽しもうと
思っていた矢先に、この様な大役に選任されまし
た。
私と日高カントリークラブとの最初の出会い

は、子どもの頃の夏休み、父に連れられ、父のプ
レーしている間プールで遊んでいたと記憶して
おります。そのころプールは、井戸水であったため
か、とても冷たかったのが印象に残っています。
実際にゴルフをプレーするようになった時は
年齢制限、女性会員数の制限により、なかなか会
員になれませんでしたが、家族が会員のため度々
プレーしていました。当時は、まだ手引きで、4
バックの時にはキャディさんが2名付くことも
あったように記憶しています。
30年前に会員になり、ＫＧＡの公式戦になる前
でありますが、報知女子クラブ対抗戦にも出場
させていただきました。当時を思い起こせば、競
技の前に、マナー等色々なことを先輩方に、キャ
ディさんと共に指導され、充実したプレーができ
たように記憶しています。その時、慣れ親しんだ
キャディさんとともにプレーができて、緊張が多
少なり解れたことを覚えています。
又、当時キャディマスターでいらした町田さん
には、厳しく接した記憶があります。長い間、友人
との楽しいゴルフをしていましたが、他のゴルフ
場でのプレー後、日高カントリークラブでプレー
をしますと良い点や悪い点に気が付くようにな

り、その時にキャディ委員の推薦をいただき引き
受けました。その後、キャディ委員長に選任され
驚きの極みです。
最近のゴルフ場は、電動カートの導入、キャ
ディさん不足のためでしょうか、セルフプレーが
増加する中、日高カントリークラブは以前からの
プレースタイルを貫いている事を嬉しく思って
おります。
今更ですが、キャディさんの仕事は、コースの
レイアウト、距離、ハザードまでの距離等のコー
スの情報、クラブの出し入れ、掃除、ボールの行方
等プレーペースの補助、目土、マナーなど多岐に
わたります。さらに、プレーヤーに気を使わなけ
ればならない場面も多々あると思われます。こ
の多くの仕事がスムーズに行われるように委員
と会員の皆様にアドバイス等協力を頂きたいと
思っております。
COVID-19の収束のめどがつかない状況におい
て来場者数の増加が見込まれます。感染に気を付
け、来場者が気持ち良く1日プレーできるゴルフ
場になれるよう他の委員とともにキャディ委員
長としてクラブライフの発展に精一杯の努力を
致して参りますので宜しくお願い申し上げます。

キャディ委員長に
就任して キャディ委員長

木下　かおり
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これからの4年間皆様のご協力を得ながら、日
高カントリークラブで楽しいプレーができます
よう当委員会一丸となり活動してまいりますの
で、よろしくお願いいたします。
2017年にエチケット・フェローシップ・ハウス
委員を任命されたとき、プレー回数が多すぎるな
ど常々苦言を呈している家内に委員会の役割を
説明しました。すると間髪を入れず、「どういう選
考基準ですか？」、「楢屋さん（何故か結婚後も楢
屋さんと呼ばれています）の家庭内での言動を見
ている限り、エチケットやマナーも思いやりも
まったくなく、ラーメンにまで氷を入れて食べる
人が恥ずかしげもなく、よく引受けましたね・・・」
と、こき下ろされました。
今を以って家庭内での私の評価は相も変わら
ず低迷していますので、「君子危うきに近寄らず」
とばかり、今回委員長にまでなってしまった事も
敢えて報告せずにいましたが、理事会の案内状が
見つかってしまい全て明るみとなってしまいま
した。そのときの家内の反応はご想像におまかせ
いたします。
3月中旬から下旬にかけ、従業員や有志の方々
と試行的にディポット修復作業を数ホール行っ
てみました。1ホールに目土を入れるのに5人で
約40分～50分かかり、余りにも修復箇所の多さと
大変さに驚きました。
「自分のディポット跡やグリーン上のボール跡
は自分で直す」、「バンカーならしも自分で行う」
などが守られれば、常に最良のコースコンディ
ションが保たれ、楽しくプレーできるのではない
でしょうか。（「自利」は「利他」に、「利他」は「自利」
に必ず還ってきます。）

日高カントリークラブは会員の皆様ご自身の
自慢のクラブです。皆様の日高カントリークラブ
をより良くするには、皆様のご協力あってのもの
と思います。
令和4年4月3日に委員会の初会合を開きまし
た。ドレスコード、練習場の利用法、ディポットや
バンカーの修復、スロープレー防止、スタート前
のキャディさんからの注意事項告知等々「近ごろ
マナーやルールが余り守られていないのでは？」
との提言が数多くなされ、委員会一同これらの課
題解決の重責を実感した次第です。
当委員会といたしましては、「日高カントリー
クラブに来場なさる方々が、日高カントリークラ
ブで楽しい一日が過ごせたと感じていただくに
はどうすべきか？」をテーマとし、委員全員が活
動していきたいと思いますので皆様のご理解、ご
指導、ご協力をよろしくお願いいたします。
会員の皆様、今日も、ご自宅を一歩踏み出され
たときから名門日高カントリークラブの会員と
しての立ち居振舞いが始まっています。
「素晴らしいゴルフライフが楽しめるクラブに
しましょう‼」

エチケット・フェローシップ・ハウス 
委員長に就任して エチケット・フェローシップ・ハウス委員長

楢屋　光之

コラム 6
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お 知 ら せ
●第６３期定時株主総会開催
令和４年３月25日

（金）午前８時30分より

株式会社日高カント

リー倶楽部本社におい

て第63期定時株主総会が開催された。

定刻、代表取締役社長大河原茂夫は議長となり、本

総会の議決に必要な法定数に達しており、本総会は適

法に成立している旨の報告があった。

令和３年度の概況について、営業日数は322日と前

期比１日マイナス、総入場者は前期に比較して7,865

名増加し、53，539名となった。売上高は916百万円と前

期比140百万円増加した。なお売上原価並びに販売費

及び一般管理費は前年から繰り越した修繕の実施や

60周年記念品制作費用等により1，032百万円と前年比

123百万円の増加となり、入場者の増加により売上は

増加したものの営業損失115百万円を計上する結果と

なった。営業外収益は名義書換料収入等の増加によ

り、156百万円と前期比24百万円の増加となった。この

結果、経常利益40百万円及び当期純利益27百万円を計

上することとなった旨の報告があった。

次いで議長は監査役に対し監査報告を求めたとこ

ろ、伊東常勤監査役より第63期事業年度における監査

の結果、事業報告、計算書類が全て法令及び定款に適

合している旨の報告があった。その後、株主からの意

見及び質問が無く次いで議案の審議に入った。

第１号議案　取締役２名選任の件

議長は、本総会終結時をもって、現任取締役の大河

原茂夫氏、多賀俊幸氏が任期満了となるので、大河原

茂夫氏、多賀俊幸氏の再任を議場に諮ったところ賛成

多数により承認可決された。各候補者２名は就任を承

諾した。また多賀俊幸氏は社外取締役とする。

第２号議案　登記上の発行可能株式総数を変更する件

議長は、当社の発行可能株式総数は定款上2，980株

であるが、登記上2，737株となっており243株相違して

いる。そこで登記上の発行可能株式総数を変更して

定款上の発行可能株式総数に合わせることを議場に

諮ったところ賛成多数により承認可決された。

●�日高市地域福祉チャリティゴルフ大会について
３月14日（月）春の日高市地域福祉チャリティゴル

フ大会が開催されました。

ご参加いただきました皆様の御厚意は社会福祉法

人同仁学院へ200千円、日高市社会福祉協議会へ150千

円の御寄附とさせていただきました。秋の大会は例年

10月の開催ですが、今年は12月５日（月）の開催になり

ますので皆様のご参加をお待ちしております。

●令和４年度新入社員入社式について
３月16日（水）に令和４年度入社式を行いました。今

年度はキャディ職として７名入社いたしました。今後

とも会員の皆様のご支援のほど宜しくお願い申し上

げます。
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お 知 ら せ
●ゴルフ場開放について

毎年、年２回地域社会貢献活動の一環としてゴルフ

場開放を行っています。新型コロナウイルス感染症の

影響や天候不良等でしばらく中止となっていましたが、

5月9日（月）に２年振りに開催することができました。

このイベントでは近隣の幼稚園・児童施設等の園児

に芝生の気持ち良さや自然の大切さを実感していた

だいております。当日は午後からの雨予報で開催が危

ぶまれましたが、雨に降られず来場された多くの園児

たちに楽しく遊んでいただけました。

●日高市チャリティゴルフ大会について

５月16日（月）第36回日高市チャリティゴルフ大会

が開催されました。

あいにくの雨模様でしたが、多くの皆様にご参加い

ただきました。皆様の御厚意は日高市みどりの基金へ

50千円、日高市社会福祉協議会へ150千円の御寄附と

させていただきました。

来年度も多くの皆様のご参加をお待ちしております。

●2022年関東倶楽部対抗埼玉予選について

５月16日（月）東京ゴルフ倶楽部に於いて関東倶楽

部対抗埼玉第１会場予選競技が開催されました。当ク

ラブの成績は23クラブ中９位の成績でした。皆様のご

声援誠にありがとうございました。

【成績】

優勝　嵐山カントリークラブ　395ストローク

２位　東京ゴルフ倶楽部　　　396ストローク

以上、２クラブが予選通過

9位　日高カントリークラブ　419ストローク

【出場選手】�赤坂�晋介、佐藤�力、林�雅俊、前田�正雄、

本澤�顕一（敬称略）

●�2022年関東女子倶楽部対抗埼玉会場予選に
ついて

５月23日（月）霞ヶ関カンツリー倶楽部に於いて関

東女子倶楽部対抗埼玉会場予選が開催されました。当

クラブの成績は29クラブ中18位の成績でした。皆様の

ご声援誠にありがとうございました。

【成績】

優勝　東松山カントリークラブ　　322ストローク

２位　浦和ゴルフクラブ　　　　　323ストローク

３位　岡部チサンカントリークラブ　329ストローク

４位　霞ヶ関カンツリー倶楽部　　331ストローク

以上、４クラブが予選通過

18位　日高カントリークラブ　　　347ストローク

【出場選手】�小山�純子・柴本�尚美・武内�真由美・�

野尻�ゆかり（敬称略）
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令和4年 3月
25日（金）� 2022年関東アマチュアゴルフ選手権
� 第2ブロック予選競技　第4会場
� 於：大洗ゴルフ倶楽部
� 及川幸泰氏参加

28日（月）� 2022年関東アマチュアゴルフ選手権
� 第1ブロック予選競技　第1会場
� 於：飯能ゴルフクラブ
� 赤坂晋介氏参加

28日（月）� 2022年関東アマチュアゴルフ選手権
� 第1ブロック予選競技　第2会場
� 於：鳩山カントリークラブ
� 小山明宏氏参加

4月
１日（金）� 2022年関東アマチュアゴルフ選手権
� 第1ブロック予選競技　第3会場
� 於：鴻巣カントリークラブ
� 打越圭介氏参加

１日（金）� 2022年関東アマチュアゴルフ選手権
� 第3ブロック予選競技　第7会場
� 於：八王子カントリークラブ
� 伊藤博通氏、宮武善樹氏参加

18日（月）� 2022年関東女子グランドシニアゴルフ選手権
� 第1ブロック予選競技
� 於：鎌ヶ谷カントリークラブ中・西コース
� 柴本尚美氏参加

18日（月）� 2022年関東女子グランドシニアゴルフ選手権
� 第2ブロック予選競技
� 於：鎌ヶ谷カントリークラブ西・東コース
� 野尻ゆかり氏参加

18日（月）� 2022年関東女子グランドシニアゴルフ選手権
� 第3ブロック予選競技
� 於：鎌ヶ谷カントリークラブ東・中コース
� 大熊祐子氏参加

19日（火）� 2022年関東グランドシニアゴルフ選手権
� 第1ブロック予選競技
� 於：東松苑ゴルフ倶楽部
� 本澤顕一氏参加

22日（金）� 2022年関東グランドシニアゴルフ選手権
� 第2ブロック予選競技
� 於：高坂カントリークラブ米山コース
� 本藤利一氏参加

ク ラ ブ 記 録 令和4年3月1日〜令和4年5月30日までの競技

ホール・イン・ワン 令和3年10月9日〜令和4年5月14日

氏　　　名 区　分 期　日 グリーン ホール

江 口 か が り 正 会 員 R3.10.30 B グリーン 東６番

安 武 明 子 正 会 員 R3.12.23 B グリーン 南８番

大 内 猛 彦 正 会 員 R3.12.23 B グリーン 南８番

髙 栁 孔 亮 正 会 員 R4.3.21 B グリーン 西４番

伊 藤 秀 樹 平 日 会 員 R4.3.30 B グリーン 西４番

門 間 友 太 郎 平 日 会 員 R4.4.22 A グリーン 東６番

10



競 技 記 録
〔競技成績と入賞者〕

年齢別競技（70歳以上）

3年11月7日（日）
参加者36名
18H・S　南・東　A.G

中山　博氏
優勝 中山　　博 44 44 88 28 60
２位 馬場　正利 43 45 88 26 62
３位 海老沢正行 37 49 86 22 64
４位 太田　富雄 49 46 95 31 64
５位 荒井　　一 45 43 88 23 65

日 高 女 子 競 技 会

3年11月13日（土）
参加者13名
18H・S　東・西　B.G

植野葉子氏
優勝 植野　葉子 44 43 87 13 74
２位 田中千枝子 45 52 97 21 76
３位 今平　正美 49 49 98 22 76
４位 小峰　利恵 42 44 86 8 78
５位 柴本　尚美 40 47 87 9 78

月 例 杯 Ａ

3年11月14日（日）
参加者66名
18H・S　東・西　A.G

上原徹也氏
優勝 上原　徹也 44 44 88 15 73
２位 宮城　眞一 41 42 83 9 74
３位 多田健一郎 40 46 86 12 74
４位 内藤　大介 49 39 88 14 74
５位 飯田　貴昭 41 46 87 12 75

月 例 杯 Ｂ

3年11月14日（日）
参加者66名
18H・S　西・南　A.G

石井一豊氏
優勝 石井　一豊 48 47 95 29 66
２位 櫻井　　将 44 47 91 24 67
３位 荒井　　一 51 41 92 24 68
４位 大澤　克己 52 45 97 28 69
５位 青木　誠司 44 45 89 20 69

日 高 女 子 競 技 会

3年10月31日（日）
参加者14名
18H・S　東・西　B.G

田中千枝子氏
優勝 田中千枝子 42 52 94 22 72
２位 今平　正美 46 49 95 22 73
３位 柴本　尚美 43 41 84 9 75
４位 武内真由美 41 44 85 10 75
５位 内藤　洋子 46 45 91 15 76

年齢別競技（59歳以下）

3年11月7日（日）
参加者13名
18H・S　東・西　A.G

鴨下隆一氏
優勝 鴨下　隆一 44 49 93 32 61
２位 松澤　　寛 40 39 79 10 69
３位 小林　孝也 40 46 86 15 71
４位 狩野　裕昭 44 53 97 24 73
５位 前田　和彦 41 40 81 8 73

年齢別競技（60～69歳）

3年11月7日（日）
参加者18名
18H・S　西・南　A.G

中山雄三氏
優勝 中山　雄三 41 38 79 11 68
２位 松岡　玉樹 47 43 90 20 70
３位 新井　洋文 43 44 87 15 72
４位 加藤　利久 45 43 88 16 72
５位 間渕　清貴 42 42 84 12 72

後続組を待たせぬよう、いつも気を配ろう
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木 曜 杯

3年11月18日（木）
参加者22名
18H・S　東・西　A.G

奈良知幸氏
優勝 奈良　知幸 49 46 95 20 75
２位 梶野　宏文 46 49 95 20 75
３位 岩﨑　晴美 46 48 94 15 79

勤 労 感 謝 の 日 杯

3年11月23日（火）
参加者56名
18H・S　東・西　B.G

梶田昌興氏
優勝 梶田　昌興 49 48 97 32 65
２位 松林太一郎 42 36 78 9 69
３位 馬場　正利 50 49 99 27 72
４位 長濱　正信 46 49 95 23 72
５位 石本　純子 47 42 89 17 72

秋 日 杯

3年11月28日（日）
参加者40名
18H・S　東・西　A.G

田中倉造氏
優勝 田中　倉造 42 42 84 13 71
２位 宮本　英雄 45 42 87 13 74
３位 荒井　昭雄 52 42 94 20 74
４位 植野　葉子 46 46 92 17 75
５位 岸野　　洋 48 51 99 23 76

日 高 女 子 競 技 会

3年12月5日（日）
参加者17名
18H・S　東・西　B.G

内藤洋子氏
優勝 内藤　洋子 45 45 90 16 74
２位 小山　純子 44 44 88 13 75
３位 小峰　利恵 42 44 86 9 77
４位 柴本　尚美 43 43 86 9 77
５位 今平　正美 51 49 100 22 78

白 百 合 杯

3年12月7日（火）
参加者25名
18H・S　南・東　B.G

今平正美氏
優勝 今平　正美 48 47 95 22 73
２位 木村　素子 49 48 97 23 74
３位 中村紀美子 49 49 98 23 75

月 例 杯 Ａ

3年12月12日（日）
参加者68名
18H・S　西・南　A.G

小山純子氏
優勝 小山　純子 42 41 83 15 68
２位 木元　公二 45 36 81 11 70
３位 山崎　隆二 43 37 80 10 70
４位 山田　　豊 35 40 75 5 70
５位 小宮　　隆 44 40 84 13 71

月 例 杯 Ｂ

3年12月12日（日）
参加者68名
18H・S　東・西　A.G

田川勝人氏
優勝 田川　勝人 46 48 94 23 71
２位 鬼丸　卓哉 46 47 93 21 72
３位 中山　　博 50 50 100 28 72
４位 石井　一豊 50 52 102 30 72
５位 海老沢正行 51 46 97 24 73

ラ ス ト コ ー ル 杯

3年12月19日（日）
参加者54名
18H・S　東・西　A.G

宮本英雄氏
優勝 宮本　英雄 39 45 84 13 71
２位 本下　俊秀 48 46 94 23 71
３位 大森　重男 43 44 87 15 72
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新 年 杯 Ａ

4年1月9日（日）
参加者72名
18H・S　東・西　A.G

坂本圭吾氏
優勝 坂本　圭吾 35 40 75 6 69
２位 野口　　譲 43 39 82 12 70
３位 内藤　松雄 40 39 79 7 72
４位 柴本　尚美 41 42 83 11 72
５位 古菅　君夫 43 45 88 15 73

新 年 杯 Ｂ

4年1月9日（日）
参加者53名
18H・S　西・南　A.G

岸野　洋氏
優勝 岸野　　洋 48 42 90 23 67
２位 井上　裕生 52 45 97 28 69
３位 長田　之孝 46 43 89 19 70
４位 鴨下　隆一 51 48 99 29 70
５位 髙柳　尚弘 48 41 89 18 71

新 年 杯（平・家）

4年1月12日（水）
参加者39名
18H・S　東・西　A.G

梶田昌興氏
優勝 梶田　昌興 49 51 100 31 69
２位 芹澤　譲治 48 56 104 32 72
３位 倉持正太郎 43 45 88 13 75
４位 奥田　博一 45 50 95 19 76
５位 鈴木　　稔 48 53 101 23 78

長 寿 杯

4年1月16日（日）
参加者34名
18H・S　西・南　A.G

長濱正信氏
優勝 長濱　正信 44 42 86 22 64
２位 馬場　正利 48 44 92 25 67
３位 松山　昌弘 50 52 102 34 68
４位 奈良　知幸 46 41 87 19 68
５位 本藤　利一 39 36 75 7 68

新 年 シ ニ ア 杯

4年1月16日（日）
参加者45名
18H・S　東・西　A.G

長谷川純嗣氏
優勝 長谷川純嗣 47 47 94 22 72
２位 木 村  素 子 47 53 100 28 72
３位 山岡　昭治 47 47 94 22 72
４位 杉山　俊一 43 45 88 15 73
５位 小林　直樹 44 44 88 15 73

開 場 記 念 杯 Ａ

4年1月23日（日）
参加者66名
18H・S　東・西　B.G

鈴木雅則氏
優勝 鈴木　雅則 39 38 77 7 70
２位 山崎　隆二 42 38 80 10 70
３位 野口　　譲 42 40 82 11 71
４位 小 宮 　 隆 45 40 85 14 71
５位 大森　重男 43 43 86 15 71

開 場 記 念 杯 Ｂ

4年1月23日（日）
参加者54名
18H・S　西・南　B.G

堀　恵介氏
優勝 堀　　恵介 43 44 87 28 59
２位 橋本　　宏 48 42 90 25 65
３位 山口　　修 50 49 99 31 68
４位 荒野　泰男 46 38 84 16 68
５位 原　　裕樹 47 43 90 21 69

開 場 記 念 杯（平・家）

4年1月25日（火）
参加者34名
18H・S　東・西　B.G

下島　弘氏
優勝 下島　　弘 40 44 84 17 67
２位 鈴木　　寛 49 48 97 28 69
３位 菊池　文男 51 51 102 31 71
４位 岩下　壽夫 45 42 87 15 72
５位 内藤　啓子 53 49 102 29 73
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日 高 女 子 競 技 会

4年1月30日（日）
参加者18名
18H・S　東・西　A.G

石本純子氏
優勝 石本　純子 47 40 87 14 73
２位 小峰　利恵 43 42 85 9 76
３位 今平　正美 46 53 99 23 76
４位 小菅　ミチ 46 50 96 18 78
５位 柴本　尚美 40 47 87 9 78

月 例 杯 Ａ

4年2月6日（日）
参加者55名
18H・S　西・南　A.G

渡部雅彦氏
優勝 渡部　雅彦 40 38 78 11 67
２位 山﨑　一成 39 39 78 9 69
３位 神田　隆弘 42 39 81 11 70
４位 尾澤　哲郎 44 41 85 13 72
５位 本藤　利一 40 40 80 7 73

月 例 杯 Ｂ

4年2月6日（日）
参加者51名
18H・S　東・西　A.G

松本英彦氏
優勝 松本　英彦 55 44 99 31 68
２位 鴨下　隆一 47 49 96 28 68
３位 三宅　信一 46 49 95 26 69
４位 橋本　　宏 48 50 98 27 71
５位 村岡　孝男 47 46 93 22 71

月 例 杯 Ａ

4年3月6日（日）
参加者66名
18H・S　東・西　B.G

柴本尚美氏
優勝 柴本　尚美 39 42 81 11 70
２位 久保田俊昭 41 40 81 9 72
３位 石井　稔晃 42 42 84 10 74
４位 市川　浩子 41 49 90 15 75
５位 松本　　安 41 42 83 8 75

月 例 杯 Ｂ

4年3月6日（日）
参加者61名
18H・S　西・南　B.G

堀　恵介氏
優勝 堀　　恵介 49 46 95 27 68
２位 鴨下　隆一 49 46 95 27 68
３位 小島　孝夫 47 52 99 29 70
４位 松岡　玉樹 43 48 91 20 71
５位 玉井　克彦 55 52 107 34 73

木 曜 杯

4年3月10日（木）
参加者21名
18H・S　東・西　B.G

田口修身氏
優勝 田口　修身 47 47 94 24 70
２位 園部　　誠 44 45 89 18 71
３位 倉持正太郎 42 44 86 14 72

日 高 女 子 競 技 会

4年3月13日（日）
参加者16名
18H・S　東・西　B.G

内藤洋子氏
優勝 内藤　洋子 43 46 89 16 73
２位 石本　純子 50 37 87 13 74
３位 小峰　利恵 42 42 84 9 75
４位 市川　浩子 46 43 89 13 76
５位 徐　　貞玉 48 48 96 19 77

高 萩 杯

4年3月20日（日）
参加者50名
18H・S　東・西　B.G

永田秀行氏
優勝 永田　秀行 35 43 78 8 70
２位 赤坂　晋介 42 37 79 6 73
３位 久保田俊昭 42 41 83 9 74
４位 上原　徹也 48 43 91 16 75
５位 石井　稔晃 42 43 85 10 75
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桜 花 杯

4年4月3日（日）
参加者38名
18H・S　東・西　B.G

荒野泰男氏
優勝 荒野　泰男 42 44 86 17 69
２位 松岡　玉樹 46 48 94 21 73
３位 荒井　昭雄 44 49 93 20 73
４位 村岡　孝男 44 51 95 21 74
５位 髙土　哲夫 54 61 115 39 76

白 百 合 杯

4年4月5日（火）
参加者25名
18H・S　南・東　B.G

市川浩子氏
優勝 市川　浩子 44 42 86 14 72
２位 今平　正美 49 46 95 22 73
３位 木下かおり 44 49 93 16 77

月 例 杯 Ａ

4年4月10日（日）
参加者68名
18H・S　東・西　B.G

坂本圭吾氏
優勝 坂本　圭吾 35 38 73 6 67
２位 金　　永植 38 39 77 8 69
３位 久保田俊昭 39 40 79 9 70
４位 宮鍋　孝春 40 40 80 10 70
５位 鈴木　雅則 40 36 76 6 70

月 例 杯 Ｂ

4年4月10日（日）
参加者71名
18H・S　西・南　B.G

鬼丸卓哉氏
優勝 鬼丸　卓哉 45 41 86 19 67
２位 柳本　保武 51 51 102 34 68
３位 井上　裕生 51 45 96 27 69
４位 堀　　恵介 50 46 96 27 69
５位 中山　　博 53 42 95 25 70

日 高 女 子 競 技 会

4年4月17日（日）
参加者15名
18H・S　東・西　A.G

内藤洋子氏
優勝 内藤　洋子 45 43 88 17 71
２位 今平　正美 49 50 99 22 77
３位 武内真由美 42 45 87 10 77
４位 松岡　珠美 50 50 100 22 78
５位 小菅　ミチ 50 49 99 19 80

スクラッチ競技杯

4年4月17、24日（日）
参加者48名
54H・S　南・東・西　A.G

赤坂晋介氏
優勝 赤坂　晋介 118 110 228
２位 山本　隆弘 117 119 236
３位 佐藤　嘉友 121 118 239
４位 佐藤　　力 125 115 240
５位 山田　　豊 120 121 241

グランドシニア選手権

4年4月24日、5月1日（日）
参加者31名
36H・S　東・西　A.G

本澤顕一氏
優勝 本澤　顕一 72 75 147
２位 野口　　譲 83 84 167
３位 小菅豊太郎 86 83 169
４位 本藤　利一 87 85 172
５位 豊泉　良一 82 90 172

み ど り の 日 杯

4年5月4日（水）
参加者63名
18H・S　東・西　A.G

小野　真氏
優勝 小 野 　  真 40 47 87 21 66
２位 松岡　玉樹 47 43 90 23 67
３位 倉持正太郎 42 42 84 15 69
４位 上原　徹也 44 43 87 16 71
５位 小林　直樹 47 42 89 18 71
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会員のご紹介
（令和３年11月１日~令和３年４月３0日）

（50音順）

新入会員
<正会員>

青 木 亮 治 52歳 （法人） 池 田 俊 幸 64歳 （法人）
自　宅 千葉県船橋市
勤務先 ㈱ IHI プラント
推薦保証人 小山　靖
推薦人 加藤　秀康

自　宅 千葉県市川市
勤務先 ㈱リガク
推薦保証人 橋本　宏
推薦人 志村　晶

秋 山 美 枝 72歳 （法人） 石 塚 匡 史 38歳 （法人）
自　宅 東京都北区
勤務先 ㈲アキヤマメディカルサービス
推薦保証人 菅野　桂子
推薦人 宗司　西美

自　宅 埼玉県川越市
勤務先 大和木材㈱
推薦保証人 宮﨑　徹
推薦人 小原　雅博

天 野 太 道 68歳 （個人） 伊 藤　　 弘 65歳 （個人）
自　宅 東京都世田谷区
勤務先 H.U. グループホールディングス㈱
推薦保証人 藤井　英博
推薦人 長谷川　裕

自　宅 東京都世田谷区
勤務先 ㈱スポーツ＆テクノロジーズ
推薦保証人 青木　隆雄
推薦人 水野　道訓

有 川 英 明 47歳 （個人） 居 波 治 行 70歳 （個人）
自　宅 埼玉県新座市
勤務先 有川工業㈱
推薦保証人 野﨑　昭司
推薦人 伊東　輝昌

自　宅 東京都練馬区

推薦保証人 大森　正明
推薦人 福地　潔

有 山 紀 之 49歳 （法人） 稲 吉　　 真 61歳 （個人）
自　宅 埼玉県川越市
勤務先 埼玉設備工業㈱
推薦保証人 阿部　光志
推薦人 廣嶋　正夫

自　宅 埼玉県入間市
勤務先 みらい薬局
推薦保証人 小宮　隆
推薦人 荒金　光夫
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井 花 敬 信 42歳 （個人） 小 川 次 弘 48歳 （個人）
自　宅 埼玉県入間市

推薦保証人 井花　宏子
推薦人 石川　敏夫

自　宅 埼玉県坂戸市
勤務先 若葉駅前メンタルクリニック
推薦保証人 川口　茂
推薦人 金子　昇

入 澤　　 茂 55歳 （法人） 奥 富　　 猛 52歳 （法人）
自　宅 埼玉県さいたま市浦和区
勤務先 ㈱法研
推薦保証人 新井　修次
推薦人 市橋　正仁

自　宅 埼玉県狭山市
勤務先 奥富興産㈱
推薦保証人 橋本　宏
推薦人 奥富　喜平

岩 元 　 孝 67歳 （個人） 小 野 義 之 69歳 （個人）
自　宅 埼玉県さいたま市北区
勤務先 エーシーテクノサンヨー㈱
推薦保証人 早川　喜弘
推薦人 澤村　治道

自　宅 東京都杉並区

推薦保証人 角山　富雄
推薦人 吉田　和夫

大久保　憲　一 50歳 （法人） 樫 山　　 映 75歳 （個人）
自　宅 東京都清瀬市
勤務先 ㈱富士Ｐ＆Ｂ
推薦保証人 日髙　襄
推薦人 相場　康雄

自　宅 東京都中央区

推薦保証人 齋藤　眞人
推薦人 田中　秀明

太 田 龍 宏 60歳 （法人） 粕 谷 充 史 53歳 （個人）
自　宅 千葉県市川市
勤務先 ㈱ニシヤマ
推薦保証人 伊東　輝昌
推薦人 茂野　和彦

自　宅 埼玉県狭山市
勤務先 ㈱粕谷自動車
推薦保証人 山口　幸蔵
推薦人 髙柳　尚弘

小 形 滋 彦 67歳 （個人） 加　藤　雄一朗 48歳 （個人）
自　宅 埼玉県さいたま市南区
勤務先 戸田駅前クリニック
推薦保証人 杉井　浩一郎
推薦人 武藤　雅俊

自　宅 東京都中野区
勤務先 住友生命保険相互会社
推薦保証人 早川　喜弘
推薦人 澤村　治道
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金 子 光 男 73歳 （法人） 斉 田 哲 也 47歳 （法人）
自　宅 埼玉県朝霞市
勤務先 直治薬品㈱
推薦保証人 橋本　宏
推薦人 早川　喜弘

自　宅 東京都武蔵野市
勤務先 ㈱大黒屋
推薦保証人 冨田　武
推薦人 野沢　誠司

栗 原 　 修 62歳 （個人） 佐 藤　　 聡 48歳 （法人）
自　宅 東京都中野区
勤務先 東京海上アシスタンス㈱
推薦保証人 持田　和男
推薦人 望月　航二郎

自　宅 東京都豊島区
勤務先 税理士法人ライズ
推薦保証人 伊東　輝昌
推薦人 橋本　宏

呉　　 英 樹 56歳 （個人） 下 田 孝 子 68歳 （個人）
自　宅 東京都新宿区
勤務先 ㈱サルビア
推薦保証人 堀江　朗
推薦人 呉　良樹

自　宅 東京都西東京市
勤務先 不動産賃貸業
推薦保証人 杉山　俊一
推薦人 佐藤　力

小 池 泰 之 57歳 （法人） 鈴 木 和 佳 65歳 （法人）
自　宅 埼玉県川越市
勤務先 ㈱丸池洋行
推薦保証人 冨田　武
推薦人 野沢　誠司

自　宅 神奈川県横浜市青葉区
勤務先 コメット電機㈱
推薦保証人 宍戸　善一
推薦人 亀嶋　庸一

小 島 好 夫 66歳 （個人） 須 永 健 二 55歳 （個人）
自　宅 埼玉県飯能市
勤務先 不動産管理業
推薦保証人 橋本　宏
推薦人 早川　喜弘

自　宅 東京都練馬区
勤務先 ㈱ハウジングプラザ
推薦保証人 成田　弓子
推薦人 加藤　昇次

小 山 啓 二 51歳 （法人） 髙 橋 信 一 66歳 （個人）
自　宅 東京都中野区
勤務先 ＪＧＳホールディングス㈱
推薦保証人 野﨑　昭司
推薦人 吉田　守

自　宅 埼玉県新座市
勤務先 五洋建設工業㈱
推薦保証人 大森　重男
推薦人 杉山　俊一
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田 島 義 之 57歳 （法人） 長谷沼　隆　司 52歳 （個人）
自　宅 神奈川県横浜市戸塚区
勤務先 コスモ石油㈱
推薦保証人 小久保　憲二
推薦人 今林　泰

自　宅 東京都中野区
勤務先 ㈱富士Ｐ＆Ｂ
推薦保証人 日髙　襄
推薦人 相場　康雄

田 中 愼 也 68歳 （個人） 服 部 良 太 49歳 （個人）
自　宅 東京都文京区

推薦保証人 木内　守
推薦人 小峰　喜雄

自　宅 東京都杉並区
勤務先 日本銀行
推薦保証人 内藤　潔
推薦人 内藤　松雄

千 明 賢 治 77歳 （個人） 樋 口 裕 幸 42歳 （個人）
自　宅 埼玉県川越市
勤務先 ㈱東基サービス
推薦保証人 長谷沼　清司
推薦人 日髙　襄

自　宅 埼玉県さいたま市南区
勤務先 ＥＮＥＯＳ保険サービス㈱
推薦保証人 樋口　武司
推薦人 堤　修一

永 田 智 一 59歳 （個人） 平河内　孝　男 66歳 （個人）
自　宅 山梨県山梨市
勤務先 オリーブ歯科クリニック
推薦保証人 関　達彦
推薦人 伊藤　憲

自　宅 東京都東久留米市

推薦保証人 大谷　浩
推薦人 米倉　平喜

二階堂　知　広 46歳 （法人） 二 村　　 敦 57歳 （個人）
自　宅 神奈川県川崎市麻生区
勤務先 ㈱図書文化社
推薦保証人 加藤　文男
推薦人 清水　正八

自　宅 東京都杉並区
勤務先 東京ガス風呂販売店協同組合
推薦保証人 河原　近雄
推薦人 岩野　一郎

新 田 義 浩 60歳 （法人） 本 多 哲 之 58歳 （法人）
自　宅 神奈川県川崎市高津区
勤務先 日本液炭㈱
推薦保証人 伊東　輝昌
推薦人 石原　明

自　宅 埼玉県志木市
勤務先 オルガノ㈱
推薦保証人 菅田　光孝
推薦人 正岡　英俊
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松任谷　玉　子 47歳 （法人） 山 中 達 成 52歳 （法人）
自　宅 東京都目黒区
勤務先 ㈱エフエム東京
推薦保証人 村上　正光
推薦人 星野　剛

自　宅 埼玉県熊谷市
勤務先 日本ヒューム㈱
推薦保証人 伊東　輝昌
推薦人 内藤　潔

三 橋 秀 基 58歳 （個人） 若 山 泰 輔 53歳 （法人）
自　宅 群馬県前橋市
勤務先 恵愛堂病院
推薦保証人 角山　富雄
推薦人 小山　明宏

自　宅 東京都大田区
勤務先 宮本製粉㈱
推薦保証人 宮本　登
推薦人 宮本　勝

森 政 英 二 56歳 （法人）
自　宅 神奈川県川崎市麻生区
勤務先 ㈱建設環境研究所
推薦保証人 橋本　宏
推薦人 富田　邦裕

<平日会員>
市 原 真 治 43歳 （個人） 倉 田 琢 自 58歳 （法人）
自　宅 東京都練馬区
勤務先 ㈱石垣
推薦保証人 橋本　宏
推薦人 早川　喜弘

自　宅 埼玉県川口市
勤務先 ㈱クエストジャパン
推薦保証人 寺田　恭一
推薦人 伊東　輝昌

伊 藤 勝 昭 51歳 （法人） 桑 畑 多 恵 59歳 （個人）
自　宅 埼玉県川越市
勤務先 ㈱ケーアイホーム
推薦保証人 冨田　武
推薦人 秋山　賢一

自　宅 東京都武蔵野市

推薦保証人 伊東　輝昌
推薦人 早川　喜弘

木 下　　 翔 49歳 （個人） 田 中　　 良 61歳 （個人）
自　宅 神奈川県横浜市都筑区
勤務先 ベイリアルティ合同会社
推薦保証人 早川　喜弘
推薦人 吉川　弘二

自　宅 東京都杉並区
勤務先 杉並区役所
推薦保証人 宮﨑　徹
推薦人 尾澤　哲郎

20



徳 岡 光 洋 61歳 （法人） 本 間 政 一 77歳 （個人）
自　宅 東京都荒川区
勤務先 徳岡商会㈱
推薦保証人 冨田　武
推薦人 秋山　賢一

自　宅 埼玉県ふじみ野市
勤務先 ㈱日装
推薦保証人 落　裕美
推薦人 落　ゆかり

仁 科 眞 雄 84歳 （個人） 松 木 義 則 53歳 （法人）
自　宅 神奈川県横浜市西区
勤務先 いすゞ自動車㈱
推薦保証人 齋藤　勝
推薦人 伊藤　晃

自　宅 東京都町田市
勤務先 ㈱エル・テクノロジー
推薦保証人 冨田　武
推薦人 山田　隆雄

深 見　　 浩 60歳 （法人） 山 﨑 敬 人 50歳 （個人）
自　宅 埼玉県羽生市
勤務先 ㈱電気炉サービス
推薦保証人 吉田　和夫
推薦人 葛生　明

自　宅 埼玉県日高市
勤務先 アジア工業㈲
推薦保証人 冨田　武
推薦人 野沢　誠司

藤 本 俊 介 68歳 （法人）
自　宅 東京都練馬区
勤務先 ㈱エネット
推薦保証人 早川　喜弘
推薦人 田中　秀明
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退 会 会 員

家 族 会 員

期 間 会 員

＜　正会員　＞
青 山 耕 三 有 川 明 文 有 山 賢 市 石 原 　 明 市 川 　 均
井 上 博 之 今 林 　 泰 上 野 由 晴 内 田 邦 明 太 田 　 寛
大 西 基 之 奥 富 喜 平 奥 村 隆 次 小 幡 雅 之 木 下 章 弘
小 山 　 修 小 山 伸 二 佐 竹 和 美 佐 竹 満 里 子 茂 野 和 彦
清 水 正 八 志 村 　 晶 関 谷 　 久 髙 橋 敏 朗 滝 口 照 彦
津 田 和 義 土 橋 代 幸 富 田 邦 裕 富 田 真 木 長 岡 治 男
長 澤 信 夫 西 沢 彰 敏 西 牧 雄 二 仁 正 寺 浩 喜 野 村 健 一
樋 口 昭 彦 藤 井 栄 一 藤 田 卓 夫 藤 巻 輝 一 藤 森 文 彬
二 木 茂 徳 星 野 　 剛 星 野 雄 次 三 原 利 之 向 山 幸 雄
柳 町 忠 昭 横 山 文 夫 渡 辺 大 輔 渡 辺 正 昭

＜　平日会員　＞
市 原 治 郎 岩 崎 　 慊 内 田 忠 孝 岡 﨑 秀 一 熊 本 　 圭
桑 野 政 信 鈴 木 運 夫 春 原 勇 一 田 中 孝 明 富 田 晧 一
内 藤 忠 勝 前 田 耕 一 柳 田 尚 男

打 越 志 乃 寺 田 由 美 徳 岡 恵 子 永 田 万 弓

≪家族会員≫
　平日、土曜日及び平日扱いの祝日は会員としてコースを使用することができる。
　資格：会員の配偶者、満12歳以上25歳未満の子又は孫。（入会審査、入会金、年会費が必要）

正会員 井 花 富 男 正会員 呉 　 良 樹
正会員 長 谷 沼 清 司 正会員 樋 口 武 司

≪期間会員≫
　在籍5年以上、満70歳以上の個人正又は平日会員が会員権を配偶者、子、孫へ贈与した場合、
　期間会員として8年間会員の権利を行使することができる。期間会員は年会費免除。
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理事会議事録
日　　時　令和3年11月23日（火・祝）午前8時25分

場　　所　クラブハウス　第１・２食堂会議室

出席理事　泉田　保夫、岩﨑　徳雄、大河原茂夫、

� 大竹　　茂、河上　文雄、菅野　桂子、

� 澤村　治道、嶌田　良彦、髙橋　正孝、

� 内藤　　潔、野﨑　昭司、橋本　　宏、

� 早川　喜弘、松本　　護、安田　　望

陪　　席　小石川副支配人、三輪部長

　髙橋理事長が議長となり、本理事会議事録署名人を

指名の後、議題の審議に入った。

議　題
１．入会審査
　正会員個人9名、法人10名、平日会員個人2名、法人3

名、合計24名の入会希望者について推薦理事より推薦

事由の説明があり、審査プレーの結果が報告され、審

議の結果、1名については技量不足の為、練習を要する

条件が付いたが、24名全員の入会が承認された。また

期間会員1名と家族会員1名についても審査プレーの

結果も報告され入会が承認された。

２．クラブ運営規則一部改訂について
　事務局から、一部理事からも要望のあった運営規則

変更案及び入会手続き一部修正の説明があり審議の

結果、改訂案は承認された。

３．その他
　霞ヶ関CCから当クラブ会員のプレー受け入れに

ついて事務局から東京オリンピック開催時に於ける

返礼として令和4年1月7日から5月5日迄の期間に組

数限定で予約可能である事の説明があった。

　事務局より、令和4年6月より実施される夏期優待

並びに家族割引についての原案が示され、前年同様の

内容であり、審議の結果、優待案は承認された。

報告事項
１．分科委員会報告
⃝コース委員会　　早川理事

ーコースメンテナンス状況について夏からはクオ

リティが上がった。

ー西1、2番の外周にある万年塀の付け替え工事を

開始する。

ー西7番右側の林帯整備を行う。

ー現委員会から次期分科委員候補者の選出が決定

した。

⃝競技委員会　　澤村理事

ー日高女子競技会の新規約が承認された。

ー現委員会から次期分科委員候補者の選出が決定

した。

ー来年度の男女関東倶楽部対抗競技について出場

を決定した。尚、男女共に候補選手はエチケット・

フェローシップ・ハウス委員会にてエチケットマ

ナー上問題無いか確認後に決定とする。

ー来年4月を目処に月例競技は3クラス分けでの開

催と決定した。

⃝ハンディキャップ委員会　　嶌田理事

ー来年から JGAで公式システムとして採用する

ワールドハンディキャップシステムについて詳

細説明を行った。

ー本年、12月末をもって現在あるハンディキャップ

ボードをHPの会員専用ページに移動する事が

決定し、小冊子はそのまま継続する事とした。

ー現委員会から次期分科委員候補者の選出が決定

した。

⃝キャディ委員会　　安田理事

ー距離計測器に関しキャディに支給する事を決定

した。

ー学生キャディは安全帽を着用する事とする。

ー今年度入社した新卒キャディ5名について、現状

報告がされた。

ー現委員会から次期分科委員候補者の選出が決定

した。
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⃝エチケット・フェローシップ・ハウス委員会

　　大竹理事

ー現委員会から次期分科委員候補者の選出が決定

した。

ー今年度開催したクラブ選手権予選は来場者予約

も多く27ホールの所を18ホールに当日変更した

為、当日のプレーがやや混乱し会員のSNS上に

これに言及した投稿があった。その内容について

当クラブに相応しくないとして書面によって厳

重注意する事の議論がされた。

2．その他
ー事務局より次期分科委員改選についての進展状

況の報告があった。

ー事務局より職員の新型コロナウイルス感染予防

対策として月1回の抗原検査を行う事の報告があ

り、10月は全員陰性の結果が確認された。

ー南コーススタート時間の変更について事務局か

ら説明があり、今後はバスの発車時間を予約時間

とする事となった。

　以上、本日の議題審議を終了し、上記の経過及び結

果を証するため議事録を作成し、署名者を指定のう

え、記名捺印する。

令和3年11月23日

　日高カントリークラブ　　理事長　　髙橋　正孝

　　　　　　　　　　　　　理　事　　河上　文雄

　　　　　　　　　　　　　理　事　　菅野　桂子

日　　時　令和4年2月11日（金・祝）

場　　所　書面にて開催

出席理事　泉田　保夫、岩﨑　徳雄、大河原茂夫、

� 大竹　　茂、河上　文雄、菅野　桂子、

� 澤村　治道、嶌田　良彦、髙橋　正孝、

� 内藤　　潔、野﨑　昭司、橋本　　宏、

� 早川　喜弘、松本　　護、安田　　望

　今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い2月度理

事会を書面開催とした。

議　題
１．入会審査
　正会員個人13名、法人7名、平日会員個人2名、法人2

名、合計24名の入会希望者について推薦理事より推薦

理由を書面にて説明があり、審査プレーの結果につい

て記載の報告がされた。各理事からの議案回答書の結

果、1名に関して顧問プロの指導により技術向上を要

するとの条件が付いたが24名全員の入会が承認され

家族会員2名、期間会員1名も承認された。

２．令和4年度～令和7年度分科委員の承認の件
　各分科委員会に於いて委員長及び副委員長、委員の

決定がされ、審議した結果、全ての委員が承認された。

3．令和4年度～令和7年度理事の推薦の件
　書面にて次期理事候補者の推薦について承認され

た。

4．クラブ運営規則一部改訂の件
　日高カントリークラブ運営規則・運営規則施行細則

第３章第９条「名義書換料及び入会保証金」の改訂につ

いて書面にて審議した結果、次のとおり承認された。

　「贈与及び相続をする正会員は入会保証金の預託を

しなければならない」。

報告事項
１．分科委員会報告
⃝コース委員会　　早川理事

ー今後の工事予定は東3番左クロスバンカー埋め立

て並びに西6番右クロスバンカーのラフ又は埋め

立て。

ー検討事項として、東5番右側バンカー埋め立て、東

2番グリーンの改修及びバンカーの改修、又西7

番バンカー改修及び移設。

⃝競技委員会　　澤村理事

ー今後の月例競技についてクラス分けの基準等を
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検討していく。又男女倶楽部対抗の選手選考規約

が承認され、是に伴い男子候補選手７名と女子候

補選手６名が決定した。

⃝ハンディキャップ委員会　　嶌田理事

ー月例杯のクラス分けについて競技・ルール委員会

で決議された事により、当委員会としても検討し

たが競技・ルール委員会へ一任する事を決議した。

⃝キャディ委員会　　安田理事

ー2017年から2022年に当委員会で行った実施事項

を参考に次期委員会でキャディ教育を更に強化

していく事とした。

ー事務局から令和4年3月新卒キャディ7名の入社

報告があり、是により正キャディが30名体制とな

る予定。

2．その他
ー東京営業所について、昨今の新型コロナウイルス

感染拡大により感染予防対策として営業時間の

一部を休業とさせて頂く場合があり、電話の問い

合わせは転送にてゴルフ場で受付を承る事の報

告があった。

　以上、本日の議題審議を終了し、上記の経過及び結

果を証するため議事録を作成し、署名者を指定のう

え、記名捺印する。

令和4年2月11日

　日高カントリークラブ　　理事長　　髙橋　正孝

　　　　　　　　　　　　　理　事　　岩﨑　徳雄

　　　　　　　　　　　　　理　事　　泉田　保夫

日　　時　令和4年4月10日（日）午前8時15分

場　　所　クラブハウス　第１・２食堂会議室

理　　事　泉田　保夫、大河原茂夫、落合賢一郎、

� 河上　文雄、菅野　桂子、木下かおり、

� 髙橋　正孝、田中　秀明、内藤　　潔、

� 楢屋　光之、野﨑　昭司、橋本　　宏、

� 松本　　護、山崎　隆二

欠席理事　岩﨑　徳雄

陪　　席　小石川副支配人、三輪業務部長

　議事に先立ち、各分科委員長の新任者の紹介があ

り、就任の挨拶があった。

議　題
１．理事長及び理事の選任の件
　理事の互選により髙橋理事が理事長に選任され、副

理事長に関して当面は不在の決定がされた。又各分科

委員長についても理事として承認された。

２．入会審査
　正会員個人10名、法人8名、平日会員個人3名、法人1

名、家族会員1名、合計23名の入会希望者について推薦

理事より推薦理由の説明があり、審査プレーの結果報

告がされた。審議の結果、23名全員の入会が承認され

た。但し内1名についてはエチケット・フェローシッ

プ・ハウス委員会からマナー及びドレスコードで問題

がある事の報告がされ、再度、面接が必要と条件付き

で承認された。また期間会員1名の登録が承認された。

３．クラブ運営規則一部追加の件
　昨年６月に臨時理事会が行われたが、この方法を条

文化するため「第23条　理事が理事会の決議事項につ

き提案した場合、提案に関し利害関係を有する理事を

除き、全員の理事が書面又は電磁的方法による意思表

示のあった場合、理事会が開催されその提案の審議が

行われたものとする」を追加との提案があり、これが

承認がされた。

報告事項
１．分科委員会から運営方針等の報告
⃝コース委員会　　田中理事

ー西1・2番外周フェンス取付工事について現状の

報告があった。

ー西8番Bグリーン右側にあるネットに関して、先

月発生したボールの飛び出し事故を受け、コース

の安全を考えて既存のネットの嵩上げをする改

修案の説明があった。
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ー東2番Bグリーンの改修案について説明があった。

ー南2番ホールのティーイングエリア面の高低差を

なくし拡張をする改修案の説明があった。

⃝競技委員会　　山崎理事

ークラブ競技月例杯に関して、キャンセル待ちを減

らす目的として3クラス分けに変更する事とし、

開催時期を5月と決定して名称についてもA・B・

Cクラスと決定された。

ー当クラブもワールドハンディキャップシステム

（WHCP）を採用する事を受け、基準となるハン

ディキャップの決定を毎月1日付けとする事とし

た。

⃝ハンディキャップ委員会　　落合理事

ーWHCPに関してスコア入力はプレー当日に変更

となりプレーヤーがスマホやパソコンからの登録

が可能となったので各自で入力をお願いしたい。

⃝キャディ委員会　　木下理事

ー前委員会からの検討課題について引き続き活動

をしていく。

ー新型コロナウイルス感染症に注意していく。

⃝エチケット・フェローシップ・ハウス委員会

　　楢屋理事

ー審査プレーに関して、楽しくプレーが出来ること

を基準としていく。

ー近年のドレスコード問題の解決に迅速化を図る

ため、当委員がグループに分かれ問題点の発生時

に対応をして行く事とした。

2．その他
事務局より以下の報告があった。

ー2021年度業績報告がされ、1～9月は緊急事態宣

言が発令されたにもかかわらず来場者は順調に

あり、売上金額も2020年を上廻った。今後の検討

課題としてゲスト来場者の集客に注力をしてい

く事となった。

ー3月25日（金）第63期定時株主総会が開催され売上

916,284千円、来場者53,369人との報告がされた。

又当社の課題は継続して環境や地域社会にかか

わるサステナビリティに重点を置くと同時にプ

レーヤーの満足度をさらに向上することとした。

ー令和4年4月16日付新組織について、新たに着任

する渡部支配人について職歴紹介があった。又松

本支配人について役職が総支配人となり、主業務

は外部団体との接触にあたる事となる。会員サー

ビス課及びコンプライアンス室について報告が

された。

ー令和4年度理事会開催日について再度確認がされ

た。

　以上、本日の議題審議を終了し、上記の経過及び結

果を証するため議事録を作成し、署名者を指定のうえ

記名捺印する。

令和4年4月10日

　日高カントリークラブ　　理事長　　髙橋　正孝

　　　　　　　　　　　　　理　事　　大河原茂夫

　　　　　　　　　　　　　理　事　　落合賢一郎

26



委員会議事録
（名前頭の○印は出席委員）

〈コース委員会〉
開催日　令和4年1月16日（日）

　　　　自　午後2時35分～至　午後3時00分

　出席者

　　委 員 長　〇早川　喜弘

　　副委員長　〇田中　秀明

　　委　　員　　小山　明宏　〇栗原　誠一

　　　　　　　〇柴本　尚美　〇小坂　暁美

　　　　　　　〇本藤　利一

　アドバイザー　　　　新井規矩雄プロ

　事務局

　　支配人　　　　　　松本　　護

　　グリーンキーパー　大野慎一郎

　　総務課長　　　　　小俣小太郎

議　題
１．理事会報告

　令和3年11月23日開催の理事会議事録参照。

２．コース整備状況について

　大野キーパーより現委員会任期中（5年間）に行った

主な工事等の報告があった。

①今後の工事予定について

　・東３番左クロスバンカー埋め立て

　・西６番右クロスバンカーを埋め立ててラフ化

②懸案事項

　・�東5番 BG手前バンカーをBG右側に移設

　・東2番BG改修及びバンカー改修工事

　・�西7番バンカー改修及び移設工事

３．その他

　今回で現委員での委員会は最後になるので、退任す

る委員代表で委員長より挨拶をいただいた。

開催日　令和4年3月20日（日）

　　　　自　午後３時00分～至　午後3時50分

　出席者

　　委 員 長　〇田中　秀明

　　副委員長　〇安田　　望

　　委　　員　〇飯田　貴昭　〇柴本　尚美

　　　　　　　〇久保田俊昭　〇田口　勇男

　　　　　　　〇小坂　暁美　〇田中　廣頼

　　　　　　　〇小菅豊太郎　〇豊泉　良一

　アドバイザー　　　　新井規矩雄プロ

　事務局

　　支配人　　　　　　松本　　護

　　グリーンキーパー　大野慎一郎

　　総務課長　　　　　小俣小太郎

議　題
1．理事会報告

　令和4年2月11日開催の理事会議事録参照。

2．コース整備状況について

①メンテナンス状況及び予定

　・�Aグリーン　2月28日より更新作業開始、4月中旬

まで養生予定

　・�Bグリーン　4月中旬から更新作業開始予定、5月

中旬まで養生予定

　・�フェアウェイ　春の更新作業は行わない

　・�4月にティのヤード看板を更新（東・西・南　合計86枚）

　・コース内の伐根跡の芝張り作業

②工事進捗状況

　・�西1、2番右側フェンス新設工事は4月上旬に完成

予定

　・�西1番BG右側に防球ネット（12m）新設予定　4月

中旬～

③工事予定

　・�カート道路（西3番AG左側、西6番ティ左側）　5月

上旬～

　・�橋の架け替え工事（東1番ティ、東6番池）� 5月

上旬～
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　・�西8番 BG右側ネット嵩上げ工事

④コース改修工事予定

　・�東3番左クロス埋め立て

　・�東2番 BG及びバンカー改修工事

　・�西7番バンカー改修工事

　・�南2番バックティ掘り下げ拡張工事

３．その他

　・�東2番 BG改修を最優先としグリーンの設計は新

井プロ監修とする

　・�JGAにコース査定を依頼する方向（コースレート）

　・�女性用のティも男性と同じく2箇所あっても良い

のではとの提案があった（男性：黒・青、女性：赤・

ピンク等）

〈競技・ルール委員会〉
開催日　令和3年10月31日（日）

　　　　自　午後3時00分～至　午後4時30分

開催場所　　食堂第二会議室

　出席者

　　委 員 長　〇澤村　治道

　　副委員長　〇山崎　隆二

　　委　　員　　新井　義弘　〇内藤　洋子

　　　　　　　〇屋宮　淳一　〇西山　忠志

　　　　　　　〇小峰　利恵　〇松澤　秀俊

　　　　　　　〇杉田　謙三　〇緑川喜美雄

　事務局

　　支配人　　　　　　松本　　護

　　副支配人　　　　　小石川幸和

　　プレー管理課係長　小池　貞治

議　題
１．理事会報告

　令和3年9月26日開催の理事会議事録参照。

２．日高女子競技会規約について

　委員会にて承認された。

３．次期委員の選出について

　山崎、屋宮、杉田、内藤、西山氏、5名の再任を確認

した。

４．関東倶楽部対抗について

　令和4年度、男子、女子共に参加を承認し理事会へ報

告する事とした。

　候補選手選考方法について下記の説明がされた。

　・男子

　　�全クラブ競技対象とし（JGA、対外競技含む）、尚

かつエチケット・フェローシップ・ハウス委員会

との確認を今回より必要とする事とした。

　・女子

　　�日高女子競技会のポイント制度により選出をする

事とした。

５．クラブ内競技について

　・�全クラブ競技において予約時に全て名前を登録

し、仮予約は受付けない事とした。

　・�月例杯の予約混雑、キャンセル待ち解消を目的に

3つのクラス分けの案が承認され、クラス分け及

び時期は今後検討していく事とした。

　・�クラブ選手権について参加資格について変更をし

ていく事を議論し、制限内容については今後検討

していく事とした。

開催日　令和４年1月23日（日）

　　　　自　午後3時00分～至　午後3時30分

開催場所　　食堂第二会議室

　出席者

　　委 員 長　〇澤村　治道

　　副委員長　〇山崎　隆二

　　委　　員　　新井　義弘　〇屋宮　淳一

　　　　　　　〇小峰　利恵　〇杉田　謙三

　　　　　　　〇内藤　洋子　〇西山　忠志

　　　　　　　〇松澤　秀俊　〇緑川喜美雄

　事務局

　　支配人　　　　　　松本　　護

　　副支配人　　　　　小石川幸和

　　業務部部長　　　　三輪　　悟

　　プレー管理課係長　小池　貞治
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議　題
１．理事会報告

　令和3年11月23日開催の理事会議事録参照。

２．月例杯について

　クラス分けの基準等を今後は検討していく事とした。

３．男子倶楽部対抗の選手選考規約について

　新たな男子選手選考規約が承認され、候補選手7名

が決定した。

開催日　令和4年2月20日（日）

　　　　自　午後3時00分～至　午後4時30分

開催場所　　食堂第二会議室

　出席者

　　委 員 長　〇山崎　隆二

　　副委員長　〇内藤　洋子

　　委　　員　〇赤坂　晋介　〇木元　公二

　　　　　　　〇植野　葉子　〇西山　忠志

　　　　　　　〇打越　圭介　〇宮崎　　徹

　　　　　　　〇屋宮　淳一　

　事務局

　　支配人　　　　　　　松本　　護

　　副支配人　　　　　　小石川幸和

　　業務部部長　　　　　三輪　　悟

　　プレー管理課係長　　小池　貞治

議　題
１．理事会報告

　令和4年2月11日開催の理事会議事録参照。

２．月例杯について

　・�3クラス分けの基準等の詳細について、再度慎重

に検討がされた。

　・�令和4年5月の月例杯適用を前提に推進する事が

決定された。

３．倶楽部対抗について

　・�男子候補選手の選考規約の報告がされ、3月6日

（日）に行われる倶楽部対抗打ち合わせ会の詳細に

ついて報告がされた。

４．その他

　・�クラブ競技担当委員の選任が承認された。

　・�委員長より前委員会で決議された引き継ぎ事案に

ついて報告がされた。

〈ハンディキャップ委員会〉
開催日　令和3年11月7日（日）

　　　　自　午後3時00分～至　午後3時50分

開催場所　食堂第二会議室

　出席者

　　委 員 長　〇嶌田　良彦

　　副委員長　〇杉山　俊一　

　　委　　員　〇青木　基秀　　小木曽忠孝

　　　　　　　○石井　稔晃　〇落合賢一郎

　　　　　　　〇大井　圭子　〇福田　賢造

　　　　　　　　大島　秀二　　前田隆一郎�

　事務局

　　副支配人　　　　　小石川幸和

　　プレーサービス課　加藤木　慎

議　題
１．理事会報告

　令和3年9月26日開催の理事会議事録参照。

２．�ワールドハンディキャップシステム（ＷＨＳ）の

概要説明について

　委員長より令和4年4月より導入予定のワールドハ

ンディキャップシステム（ＷＨＳ）の説明がされた。変

更内容にはクラブ競技にも関わる事もあるので今後

は競技委員会と協議し、クラブ競技に対するハンディ

キャップの運用方法について決めていく事となった。

３．次期分科委員候補者について

　次期分科委員候補について協議した結果、青木、大

井、福田、落合、大島氏の委員5名が候補者となった。

４．その他

　個人情報保護法の観点からハンディキャップボー

ドをホームページの会員専用ページへ移行する案に

ついて協議をした結果、令和4年1月よりＨＰの会員

29



専用ページにて公開することを決議した。

　又、50音順に書かれている小冊子は引き続き、適切

な場所に置いて閲覧が出来るようにしていく事と

なった。

開催日　令和4年2月6日（日）

　　　　自　午後2時30分～至　午後3時00分

開催場所　食堂第二会議室

出席者

　　委 員 長　〇嶌田　良彦

　　副委員長　〇杉山　俊一

　　委　　員　〇青木　基秀　　小木曽忠孝

　　　　　　　　石井　稔晃　〇落合賢一郎

　　　　　　　〇大井　圭子　〇福田　賢造

　　　　　　　〇大島　秀二　　前田隆一郎�

　事務局

　　副支配人　　　　　小石川幸和

　　プレーサービス課　加藤木　慎

議　題
１．理事会報告

　令和3年11月23日開催の理事会議事録参照。

２．�ワールドハンディキャップシステム（ＷＨＳ）に

ついて

　委員長よりワールドハンディキャップシステム

（ＷＨＳ）への変更に伴い、今後クラブ競技を行う上で

の課題が報告され、次期委員会により、課題について

競技委員会と協議し、決定していく事となった。

３．月例杯について

　競技委員会からクラス分けしている月例杯等の競

技に関し、３クラスに分ける事が決議されたことを受

け、当委員会としても是を決議した。

　又、クラス分けのハンディキャップの詳細に関し

ては、実施時期を含め競技委員会に一任する事も決

議した。

〈キャディ委員会〉
開催日　令和4年1月30日（日）

　　　　自　午後2時45分～至　午後3時30分

開催場所　食堂第二会議室

　出席者

　　委 員 長　〇安田　　望

　　委　　員　〇赤坂　慶太　　河和　哲雄

　　　　　　　〇岡島　京子　　河上　文雄

　　　　　　　〇金澤　　實　　山根ミドリ

　　　　　　　〇木下かおり

　事務局

　　支配人　　　　　　松本　　護

　　副支配人　　　　　小石川幸和

　　キャディマスター　小林　　淳

議　題
１．理事会報告

　令和3年11月23日開催の理事会議事録参照。

２．キャディ教育について

　2017年から2022年に行ったキャディ委員会実施事

項を参考にし、次期委員会には「ホスピタリティマイ

ンドの向上」を目的にキャディ教育を徹底していく事

とした。

３．その他

　事務局から令和4年3月より新卒キャディ7名の入

社報告があった。是により、来年度は正キャディが30

名体制となる予定。

開催日　令和4年4月17日（日）

　　　　自　午後3時00分～至　午後4時15分

開催場所　食堂第二会議室

　出席者

　　委 員 長　〇木下かおり

　　委　　員　〇赤坂　慶太　　相原　陽夫

　　　　　　　　秋田　洋美　〇金澤　　實
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　　　　　　　〇岡島　京子　〇馬場　正利

　　　　　　　〇中野めぐみ　　松岡　則之

　　　　　　　〇松岡　珠美

　事務局

　　総支配人　　　　　　　　松本　　護

　　支配人　　　　　　　　　渡部　裕司

　　副支配人　　　　　　　　小石川幸和

　　会員サービス課課長代理　小林　　淳

議　題
１．理事会報告

　令和4年2月11日開催の理事会議事録参照。

２．新たな職員について

　新人キャディ６名、新総支配人、新支配人、新キャ

ディーマスターの紹介があり新体制となる紹介が

あった。

３．過去の委員会の実績について

　2017年から2022年の5年間に行った当委員会の実施

事項や、継続課題又、新たな問題点を対処していく。

４．キャディ評価について

　年に3回実施している月間キャディ評価の結果の

フィードバックを実施して各自に課題を与える事の

再確認がされた。

５．その他、懸案事項を別紙にて作成し次回委員会に

て検討する。

〈エチケット・フェローシップ・ハウス委員会〉
開催日　令和3年11月20日（土）

　　　　自　午後3時00分～至　午後5時15分

出席者

　　委 員 長　〇大竹　　茂

　　副委員長　〇中村紀美子

　　委　　員　〇青柳　明美　〇楢屋　光之

　　　　　　　〇長田　之孝　〇原　　裕樹

　　　　　　　〇菅野　桂子　〇清水友治郎

　事務局

　　支配人　　　松本　　護

　　副支配人　　小石川幸和

議　題
１．理事会報告

　令和3年9月20日開催の理事会議事録参照。

２．入会審査について

　・�23名の入会希望者の審査プレーに関し、22名の入

会希望者に対しては入会を歓迎することとした。

残り1名に関しては、技量不十分との判断としたが

練習を積む事を条件に入会を歓迎する事とした。

３．その他

　・�入会審査における条件の見直し及び誓約書の見直

し案について事務局より説明があり委員会として

も見直し案に賛成とした。

　・�エチケット・マナーについてメンバーより提案が

あり、アプローチ練習場での注意喚起看板を設置

して事故防止対策を徹底していく事となった。

　・�来期委員候補4名を決定した。

　・�会員のSNS上におけるエチケット・マナーに関

し、委員会として厳重注意処分とし、理事会に上申

する事を決定した。

　・�マスター室横の屋外スペースの室内化工事及び

2Fチャンピオンボードの改修工事を基本承認と

し事務局一任とした。

　・�次回は2月5日（土）の開催とする事を決定した。

開催日　令和4年2月5日（土）

　　　　自　午後2時30分～至　午後3時30分

出席者

　　委 員 長　〇大竹　　茂

　　副委員長　〇中村紀美子

　　委　　員　　青柳　明美　〇楢屋　光之

　　　　　　　〇長田　之孝　〇原　　裕樹

　　　　　　　〇菅野　桂子　〇清水友治郎

　事務局

　　支配人　　　�　　　松本　　護

　　副支配人　　�　　　小石川幸和

　　財務・経理課��課長　根岸　孝好
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議　題
１．理事会報告

　　令和3年11月23日開催の理事会議事録を参照。

２．入会審査について

　・�23名の入会希望者の審査プレーに関し、22名の入

会希望者に対しては入会を歓迎することとした。

残り1名に関しては、技量不十分との判断とし3ヶ

月後に再度審査プレーを実施する事とした。

３．その他

　現委員での委員会は今回が最後となり、退任するメ

ンバーの挨拶をして頂いた。

開催日　　令和4年4月3日（日）

　　　　自　午後3時00分～至　午後4時50分

出席者

　　委 員 長　〇楢屋　光之

　　副委員長　〇寺岡　由則

　　委　　員　　荒野　泰男　〇長田　之孝

　　　　　　　〇小峰　利恵　〇清水友治郎

　　　　　　　〇中村紀美子　〇野尻ゆかり

　　　　　　　〇原　　裕樹　〇船場　章法

　事務局

　　支配人　　�　　　　松本　　護

　　副支配人　　　　�　小石川幸和

　　財務・経理課��課長　根岸　孝好

議　題
１．理事会報告

　令和4年2月11日開催の理事会議事録参照。

２．入会審査について

　・�23名の入会希望者の審査プレーに関し、22名の入

会希望者に対しては入会を歓迎することとした。

残り1名に関しては、ドレスコードについて問題

があった為、委員長面接を実施しての条件付き入

会とすることとした。

３．その他

　新メンバーになって初めての委員会開催となり、各

委員の方から様々な問題提起がされ、次回以降委員会

にて議論する事とした。

主なテーマとして

①ドレスコードの見直し

②入会時における諸問題の確認

③審査プレー時のキャディ付け

④施設利用時の注意事項確認

等、多岐にわたるテーマを確認

～エチケット・マナー（打込み）について～
前組及び隣接するコースへ打ち込んだ場合は必ずファーの掛声を徹底し、打ち込んだ
場合は相手プレーヤーへの謝罪をするようお願い致します。
打ち込みの定義→前組の最後方にいるプレーヤーの30ヤード以内に後続組のボールが
入る事を指します。

エチケット・フェローシップ・ハウス委員会
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Ａグリーン
７月上旬 刈高3.5㎜、目砂

中旬 活性剤散布、目砂
下旬 液肥散布、目砂

８月上旬 更新�（ムク刃掛け）、目砂
中旬 活性剤散布、刈高3.8㎜
下旬 液肥散布、目砂

９月上旬 活性剤散布
中旬 刈高3.3㎜、液肥散布、目砂
下旬 更新（ムク刃掛け）、目砂

10月上旬 活性剤散布、更新�（セア掛け）
中旬 刈高3.5㎜、目砂
下旬 液肥散布、化成散布、目砂

11月上旬 刈高3.0㎜、目砂
中旬 化成散布、目砂
下旬 液肥散布、目砂

12月上旬 液肥散布、目砂、刈高3.3㎜
中旬 液肥散布、ｼｰﾄ掛け
下旬 液肥散布

Tee
７月上旬 液肥散布、成長抑制剤散布

中旬 不良個所化成散布
８月中旬 殺虫剤・液肥散布
９月上旬 化成散布、成長抑制剤散布

下旬 除草剤、殺菌剤散布
10月上旬 化成散布
11月上旬 化成散布

Ｂグリーン
７月上旬 刈高3.5㎜、目砂

中旬 更新�（セア掛け）、目砂
下旬 活性剤散布

８月上旬 目砂
中旬 刈高3.8㎜、更新�（ムク刃掛け）
下旬 活性剤散布

９月上旬 更新�（ムク刃掛け）、目砂
中旬 活性剤散布
下旬 化成散布、目砂、刈高3.5㎜

10月上旬 刈高3.0㎜、目砂
中旬 液肥散布、目砂
下旬 更新�（セア掛け）、化成散布、目砂

11月上旬 3.5㎜、目砂
中旬 化成散布、目砂
下旬 液肥散布、目砂

12月上旬 液肥散布、目砂、刈高3.3㎜
中旬 液肥散布、シート掛け
下旬 液肥散布

FW
７月上旬 更新�（レノベア掛け）、成長抑制剤散布

中旬 不良個所化成散布
８月中旬 殺虫剤散布、成長抑制剤散布
９月上旬 化成散布

下旬 殺菌剤・液肥散布
10月中旬 除草剤散布

下旬 化成散布

その他
競技に使用するグリーン
8/28～　シニア選手権� Ｂグリーン
10/2～　クラブ選手権� Ａグリーン

2022年下期　コース作業予定

盛夏の候、会員の皆様には益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。

今年は開場70・75年に向けて新たなステージに入りました。

新型コロナウイルス感染や世界情勢等の不安定な問題など、落ち着かない日々が続いて

おりますが、様々な視点から原点となる「おもてなし」の心を大切にして、全てのお客様が

来場された時にご満足いただけるよう努力してまいります。

今後ともご愛顧いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

編集後記

33



２022年 7 月 １ 日　発行
編集発行者　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番 地
電　話（０４２）９８９－１３１１（代表）

印 刷 東 洋 美 術 印 刷 ㈱

347




