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令和 3 年 5 月理事会議事録速報 

取締役会と同時開催なので、別途役員会欄に掲載の役員会便りと同一内容です。 

開催日時 令和 3年 5月 29 日 午後 4時 00分 開催場所 ブリックアンドウッドクラブ  

出席者 

（敬称略・ 

議長以外各 

50 音順） 

 

リモート参

加も議決権

を有す。 

委任は理事

会のみ 

取締役兼理事 13 名 議 場  木内（取締役会議長）、田井（理事会議長）、草深、児玉、 

小宮山、高橋、生木、新田見、光岡、村岡 

 以上 10名  

リモート 井上、岡崎、橋本、 3名         以上合計 13名 

欠席                           無し  

執行役員兼理事 3名 議 場  志村は木内に委任  

リモート 野村、以上委任状を含め合計 2名  欠席 寺島 1名 

最高顧問兼理事 1名 議 場   坂                      以上 1名                          

以上理事 17 名                        委任状を含め 16名参加 

監査役兼監事 2名 議 場  角川、中島 、                 以上 2名           

傍

聴 

理事でない執行

役員 2名 

議 場  井口、雪                    以上 2名 

MFC管理組合 議 場  伊江理事・蕪木理事               以上 2名 

事務局 議 場  篠本、松本、宍倉、               以上 3名                                  

      
理事会 
１，手続き事項 
上記により、取締役会・理事会共に定足数を充足。 

 
 ２，委員会報告 
  ①イベント委員会 
   開場記念祭を 5 月 22 日に開催した。参加者数は 118 名。収支は収入が 472 千円で、5758 円の黒字。 
   MFC のショートコースをエクストラコースとして加え 19 ホールのストローク戦とした。 
   協賛品と参加費の内 24 万円を使い全参加者に賞品が渡るようにした。 

開場記念祭開催報告レポートを 6 月中に配信予定。 
  ②クラブライフ委員会 
   開場記念でホールインワンボーナスを募集した。現在 118 名が応募、さらに増やすべく募集中。 
  ③グリーン委員会 
   グリーンのエアレーションと目砂は、5 月に穴あけ用に 10 ミリの刃を使って終了。6 月には 6 ミリの細 

い刃を使った穴をあけ実施する。 
   パッティンググリーンと 13 番グリーンで、インターシードを実施した。 

13 番グリーンの夏場対策として今年は扇風機を横からでなく上から風の当たる物を使用して風を送る。 
ティーグランドの芝の張替えは 9 番を完了した。以後順次実施予定。 
今年は他のゴルフ場を含め高麗芝の成長が悪い。 
コース管理課からのお願い。→パッティンググリーンの同じが所から続けて長くパットを練習する人が

いるが、その場所の芝が痛むので同一場所で長く続けるのは避けてほしい。 
  ④広報委員会 
   ニュースレターの発送を開始したので、今日明日にも到着する。次回は夏号を発行。 
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  ⑤ジュニア委員会 
   4 月 25 日に親子ファミリーゴルフ大会を開催したが、評判がよく次回は 9 月 12 日開催予定なので、小

学生から高校生のお子さんやお孫さんを持つ方が多数参加するよう呼び掛ける。 
  ⑥フェローシップ委員会 
   6 月から 8 月はプレーファスト月間とし、「とりのり」を推進する。 
 
 ３，36 期年会費検討 
  ①36 期年会費は既に金額の据置を決めているが、S コースについて現状の S コースを S１とし新たに S2

コース S3 コースを新設し、金額を下記のとおりとする。 
   S1 普通会員 年会費 367 千円 MU800 千円  家族会員付き 年会費 550 千円 MU1,000 千円 
   S2 普通会員 年会費 467 千円 MU600 千円  家族会員付き 年会費 700 千円 MU 750 千円 

S3 普通会員 年会費 567 千円 MU400 千円  家族会員付き 年会費 850 千円 MU 500 千円 
 
  ②ミニマムユースのカウント方向を一部変更し、現状の平日 1.5 倍カウントを、36 期は 1.3 倍とし 37 期

は割増無とする。 
  ⇒上記①と②を理事会として決定した。 

 
４，ミュアヘッド・フィールズ コミュニティ管理組合理事会報告 

6 月 1 日から管理人室が開くので、今まで BWC で受けてもらっていた宅急便が管理人室で受けられる。 
 
取締役会 
議決事項 
（1）株式譲渡承認について 

株種類 譲受人 譲渡人 備  考      （金額は税別） 

優先株 ㈱ACORN 江口陸郎 譲渡人は副会員休会の B コース、 

優先株 古田千紘 鍋島弘臣 譲受人は土地購入者、紹介者成田秀世様、名変料 105 万円、 

譲渡人は追保①60 万あるが休会中 

優先株 平間誉弘 ㈱ACORN 譲受人は土地購入者、紹介者清水栄太朗様、名変料 105 万円、 

普通株 奥野陽子 谷 善樹 譲受人は島田豪様紹介のコジロー会員、名変料 77 万円、譲渡人は休会中 

 
 ⇒上記譲渡を承認した。 
報告・協議事項 
（１）最近のゴルフ場の売り上げ状況について              

 本年４月 前年 前年比 内平日 前年比 内土日祝 前年比 

営業日数（日） 29 30 -1 20 -1 9 0 

来場者数合計（人） 2,872 2,566 306 1,731 106 1,141 200 

   内 Ｍ（人） 1,596 1,446 150 690 14 906 136 

     G（人） 761 495 266 526 190 235 76 

     V（人） 151 82 69 151 69 0 0 

     N（人） 364 543 -179 364 -167 0 -12 

売上高 （万円） 2,583 1,828 755 1,526 470 1,057 285 
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4 月の来場者数は 2,872 名で前年比 306 名増加した。ネットが 179 名減少したが、メンバー・ゲスト・

ビジターが増加した。平日は営業日が 1 日少なく、ネットは 167 名減少したが、全体では 106 名増加

し、土日祝日は営業日数は同じで 200 名増加した。前年は雨がやや多かった上にコロナの影響が強か

った。 
 ゴルフ場売上げは 2,583 万円で、前年比 755 万円増加した。来場者数の 306 名の増加の割に売り上げ

増加が 755 万円と多いのは、土日を含めゲストとビジターの来場が 335 名増え、無料来場者が 63 名

減り、ネットの値引きを抑制したため。 
 
5 月 28 日迄の経過は来場者数が 2,989 名で前年同日比 451 名の大幅増加。メンバーが 95 名増加しゲス

トも 325 名増加し、ネットも 36 名増加した。平日はメンバーが 149 名減少したが、ゲストが 325 名

増の大幅増加とネットも 36 名増加により 121 名増加した。土日祝日は昨年程雨の影響が少なくメン

バー244 名増加とゲスト 126 名増加が大きく、ネットが 46 名減少したが 330 名増加した。 
   この結果ゴルフ場売上げは、2,684 万円で前年同日比 779 万円の大幅増加となった。来場者数の 451

名増加の割に売上げの増加が多いのは、ゲストが土日の 126 名増加を含め 325 名増えていることに加

え、ラウンジを中心とするフードとドリンクの売上が前年比 1.5 倍増えているため。 
 
（２）前月の入退会状況について 

4 月は入会が 1 口 2 名（古川様、）有り、当期初来入会累計 13 口 16 名（内住宅購入 7 口）。前回役員会

報告以降の入会は無かったが、他に入会候補者が 3 口あり。当期の退会は 15 口 19 名（内終身会員の

死亡 1 名）だがすべて休会中。 
  5 月は 28 日迄で、入会が 1 口 2 名（古田様）で期中 14 口 17 名になった。5 月退会は 1 口 2 名（休会 

中）。本社で掌握している入会候補者は 3 口 3 名。この内 1 名が入ると 15 口になり目標の半分になる。 
 
（３）第 35 期中間決算半期報提出について 

先月の取締役会で報告した第 35 期中間決算に基づき、5 月 18 日に半期報書を財務省のホームペ 
ージの EDINET に掲載する方法により提出した。 

 ⇒上記（１）から（３）について報告を受け承知した。 
 
（４）施設有効活用のプロジェクトについて 

   施設の有効活用に関するプロジェクトの組成について光岡取締役から説明が有った。 
    目的 ＢＷＣはシンプルな木造のクラブハウスなど高級志向というより一流を目指して造られてい 

るが、施設が有効利用されていないところもあるので、メンバー等来場者ができるだけ活用し 

てもらえるよう企画する。 
   プロジェクト  上記実現のためにプロジェクトを組成し、その構成はボランティアにお願いする。  
           その一つとして、北京など国内外でスポーツクラブ等の経営に携わり、世界的に実

績が認められている、ラフェ定美様（以下単に定美様）にリーダーをお願いし、プ

ール周りの施設の有効活用などを提案願う。 
   定美様を紹介  光岡取締役から紹介され定美様が自己紹介。北京等でスポーツクラブ等のコンサル

をやっていたことも有り、ブリックのスパエリアがもったいないと思った。この場

所をもう少し改善していきたい。 
⇒上記（４）について、光岡取締役からの説明と、定美様の紹介を受け、プロジェクトの組 
成と活動について承知した。今後提案を受けて役員会で実施の可否を審議・決定していく。 
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（５）ミュアヘッド・フィールズ、ミュアヘッド・ミュージアムに関して 
  ①ミュアヘッド・ミュージアムの展示の変更について 

 ミュアヘッドの設計した代表的な日本の 8 コースとミュアフィールドビレッジ、ミッションヒルズ等

海外のトップコースの展示を加えた。 
⇒上記（５）について報告が有り了承した。 

以 上  


