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令和 3 年 8 月役員会便り 

取締役会と同時開催なので、別途理事会欄に掲載の理事会議事速報と同一内容です。 

開催日時 令和 3年 8月 28 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、 

髙橋、光岡、                  以上 6名  

リモート 岡崎、小宮山、  以上 2名       以上出席合計 8名 

欠席   井上、生木、橋本、村岡（以上 4名理事長に委任）、 

新田見、    以上合計 5名、  内委任状を含め出席 4名 

                          以上合計 13名 

執行役員兼理事 3名 議 場  無し 

リモート 野村、                   以上出席 1名 

欠席   志村（木内に委任）・寺島  以上 2名、委任状を含め出席 1名 

以上委任状を含め出席合計 2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 15名参加 

監査役兼監事 2名 議 場  中島 、 リモート 角川、        以上出席 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  出席無し                     

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 
   報告事項特に無し。 

②競技委員会 
   報告事項特に無し。 
  ②クラブライフ委員会 
   ガゼホナイトを 10 月 2 日に延期した。 
  ④グリーン委員会 
   コース管理課からの報告。 

8月にエアレーションを実施した。更に行う予定。9月はバンカーの整備とラフの暗渠排水を行う予定。 

夏場の芝は、中旬の雨で持ちこたえ、例年の夏に比べ状態が良い。 

先月報告した蓋のないゴミ箱は撤去したが、蓋の有るものもゴミが散逸するので撤去することにした。 

  ⑤広報委員会 
   9 月 1 日に委員会を開催し、次回ニュースレターの編集などを協議する。 
  ⑥ジュニア委員会 
   8 月 25 日のジュニアレッスンは、コロナ感染懸念から急遽 5 人がキャンセルになり中止した。 
   親子ファミリー大会は中止した。 
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  ⑦フェローシップ委員会 
   カートに載せているコース案内図に、二人乗りカートのコースへの出入り口を表示する。 
   マナーの悪い大人数のコンペを見かけた。幹事は参加者にマナーを徹底してほしい。 

 
３，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 

理事会報告は今回特に無し。小宮山理事・中島村長から前回報告済の住人のコンペとお祭りはプレーを行

ない祭りは中止したが、チャリティーバザーは実施。売上 144 千円を子ども食堂等へ寄付した旨報告有り。 
取締役会 
議決事項 
（1）株式譲渡承認について 

   下記普通株 10 件と優先株 4 件を承認した。 
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 7 月 前年 前年比 内平日 前年比 内土日祝 前年比 

営業日数（日） 30. 30 0 19 -1 11 +1 

来場者数合計（人） 2,732 2,806 -74 1,299 -270 1,433 +196 

   内 Ｍ（人） 1,537 1,435 +102 470 -62 1,067 +164 

     G（人） 808 679 +129 449 +80 359 +49 

     V（人） 154 104 +50 147 +47 7 +3 

     N（人） 233 588 -355 233 -335 0 -20 

売上高 （万円） 2,418 2,220 +198 1,144 5 1,274 193 

7 月の来場者数は 2,732 名で前年比 74 名減少した。メンバー・ゲスト・ビジターとも増加したが、ネッ

トが 355 名減少した。平日は営業日が 1 日少なく、メンバーの 62 名減少はゲストの増加でカバーし

たが、ネットの 335 名減少により 270 名の減少となった。土日祝日は営業日が 1 日多いことも有りメ

ンバーの増加 164 名を主因に 196 名増加した。今年も雨が多かったが前年に比べると雨の影響が少な

目だった。 
  ゴルフ場売上は 2,418 万円で、前年比 198 万円の増加となった。来場者数の 74 名減少（内有料来場者

182 名減少）に拘わらず売り上げが 198 万円増加したのは、土日を含めゲストとビジターの来場が 179
名増加したことにより、ラウンド売上が 15 万円の微減に留まったことと、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 122 万円増え、売店売上も 46 万円増え、その他レッスン等も 42 万増

えたため。 
期初から 7 月迄 11 カ月累計では、来場者数が 30,639 名で前年同月迄日 3,117 名増加し、売り上げが

26,992 万円で 3,588 万円増加している。しかし前々年同月迄比では来場者が 4,398 名増加してるが、

売り上げは 683 万円増加に止まっている。前々期比来場者数がネットの増加で増加しているが、売上

はコロナの影響で減少しているため。 
8 月 27 日迄の経過は来場者数が 1,995 名で、前年同日比 813 名減少した。メンバー292 名減少をはじめ

813 名減少した。平日はネットの 284 名減少を主因に 373 名減少した。土日祝日はメンバー331 名減

少主因に 440 名減少した。8 日の日曜日以降 16 日迄の雨の影響が大きかった。 
   この結果ゴルフ場売り上げは 1,687 万円で前年同日比 587 万円の減少。来場者数の 813 名減少（有料

来場者数は 817 名減少）に拘わらず売上げが 587 万円の減少に留まっているのは、来場者の減少が平

日と土日のメンバー主体のため。 
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（２）前月の入退会状況について 

7 月は入会が 5 口 5 名有り、当期初来入会累計 23 口 28 名（内住宅購入 10 口）。他に入会候補者が 6 口

あり。退会が 1 口 1 名あり、当期の退会は 22 口 28 名（内終身会員の死亡 1 名）だが B コース 1 名

以外すべて休会中。 
  8 月 27 日迄では、入会が 3 口 4 名で期中 26 口 32 名になり、当期目標まであと 4 口未達。本社で掌握

している入会候補者が 8 口 10 名あり。 
 
（３）コースの状況について 
  理事会のグリーン委員会報告と同じ。 
 
（４）施設の有効活用について 
  プロジェクトの定美リーダーから報告。トレーラーハウスの移動が完了し綺麗になった。建物内の保管

物の整理とトレーラーへの搬入が残っている。バスケットボールのゴールを移動してほしい。女性の風

呂場が良い雰囲気で評判が良いので、天井の清掃を定期的に行って欲しい。又、外の庭の樹木が綺麗な

ので地面を綺麗にしてライトアップほしい。風呂に行く時に通る、ボイラー室入口の所が間違えやすい

ので、ボイラー室側に簡易な扉のようなものを付けてほしい。 
 
（５）本社事務所移転について                      
  本社事務所を都合により、8 月 16 日に移転した。 

新事務所の住所は、東京都新宿区四谷 1 丁目 1 番地 アーバンビルサカス 17 4 階。 
  電話・フアックス番号、メールアドレスは変わらない。 

四ツ谷駅から徒歩 1 分。 
  定款上の本店所在地は「東京都新宿区に置く」なので、変更を要しないが、商業登記簿の本社は変更す

る。 
 
（６）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「うさぎの目撃について」について 

MFC の中で、うさぎが目撃されるようになり、目撃箇所が増えている。猪駆除のための罠にかかると

殺処分せざるを得ない状況。うさぎの種類や、侵入経緯等詳細は不明。心当たりの有る可能性のある

住人に聞いて見る。 
                   
（７）借地の一部買取について 
  当社はゴルフ場用地の関係で 20 人の個人から 104,943 ㎡の借地があるが、内 1 名（6,183 ㎡）から買

取の話があり、先方事情により相続で話が複雑になる前に坂最高顧問に間に入って頂き買い取る。当社

の購入価格は 2,053 千円で概ね 4 年分の地代で済む。 
 
上記（１）から（７）について報告を受け協議の結果了承した。   

                                   以 上  


