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令和 3 年 9 月役員会便り 

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

開催日時 令和 3年 9月 25 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（理事会・取締役会議長）、井上、草深、児玉、小宮山 

光岡、村岡、                 以上 7名  

リモート 生木副理事長、新田見、橋本、以上 3名  以上出席合計 10名 

欠席   岡崎（木内副理事長に委任）、田井理事長、高橋、以上 3名、 

                   内委任状で出席 1名 

                  以上委任状を含め出席合計 11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 14名参加 

監査役兼監事 2名 議 場  角川・中島 、               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 
   委員会を開催し、今期の活動方針の結果について協議し、また来期のスケジュールを 1 月 3 日の新年杯

開催と、開場記念祭を 5 月 21 日に予定し、開催は 2 月頃に決めることとした。 
②競技委員会 

   報告事項特に無し。 
  ②クラブライフ委員会 
   報告事項特に無し。 
  ④グリーン委員会 
   コース管理課から今期のコース管理計画について報告を受けた。後記取締役会議題参照 
  ⑤広報委員会 
   次回ニュースレター冬号を 11 月中に発行予定。 
   光岡取締役から、ニュースレターについて、『10 月開催のガゼボナイトを取材し記事にしてほしい。外

部の施設の紹介記事より、内部の記事を優先すべき』との意見が有った。野村委員長からガゼホナイト

については SNS で広報を考えていること、今号の記事の構成に関し説明があり、一方、紙面だけでな

く毎月のメールマガジンなども活用したタイムリーで楽しい雰囲気が伝わるような広報の強化も検討

してほし等意見が出された。 
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 ⑥ジュニア委員会 
   8 月のジュニアレッスンは中止し、9 月の親子ファミリー大会も中止だが、10 月 3 日のジュニアレッス

ンは参加申し込みが多い。 
  ⑦フェローシップ委員会 
   二人乗りカートのコースへの出入り口を表示したコース案内図を作り二人乗りカートに載せるよう手

配する。 
予定表に YOKOSO コンペを載せていない旨の報告に対し、コタローカップを含め検討の必要が有ると

の意見が有り、YOKOSO コンペは 1 月 4 月 7 月 10 月の各最終土曜日に開催し、担当委員会を小宮山委

員長が調整して決めることとした。 
    
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 

今回特に報告事項無し。 
 
取締役会 
議決事項 
（１）株式譲渡承認について 

   普通株 4 件と優先株 1 件の譲渡を承認した。 
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                

８月の来場者数は 2,405 名で前年比 869 名減少した。ビジターが僅か 5 名増加したが、他は全て大きく

減少した。平日は営業日が 1 日少ないとは言えネットの 314 名減少を主因に 453 名減少した。土日祝

日は営業日が 1 日少ないとは言えメンバーの 335 名減少を主因に 416 名減少した。月初数日の暑さと

以後の雨の影響が大きかった。 
  ゴルフ場売上は 2,071 万円で、前年比 596 万円減少となった。来場者数の 869 名減少（内有料来場者

875 名減少）に拘わらず売り上げが 596 万円の減少に止まったのは来場者の減少が平日と土日のメン

バー主体の減少であったことに加えネットの単価を引上げたためと思われる。 
期初から 8 月迄 35 期 12 カ月累計では、来場者数が 33,044 名で前 34 期比 2,308 名増加し、売り上げが

29,063 万円で 2,992 万円増加した。しかし前々33 期比では来場者が 4,315 名増加しているが、売り

上げは 300 万円増加に止まっている。これは 33 期比来場者数がメンバーとネットの増加で増加して

いる一方、売り上げは来場者数増加によりプレー費収入と売店売上は増加し、宿泊と送迎廃止で 821
万円減少、新型コロナの影響で飲食部門の売上が 616 万円減少しているため。 

９月 24 日迄の経過は、来場者数が 2,186 名で前年同日比３名減少した。平日はネットが 161 名減少、

メンバーは 153 名増加したが合計で 95 名減少した。土日祝日はメンバー112 名増加を主因に 92 名増

加した。 
   この結果ゴルフ場売り上げは、1,872 万円で前年同日比 30 万円の微増。 
 
（２）前月の入退会状況について 

8 月は入会が 13 口 16 名有り。一部名変料未収計上予定なので、後日入金が無いと減少の可能性あり。 
当期初来入会累計 36 口 44 名（内住宅購入 16 口）。退会が 11 口 13 名あり、当期の退会は 33 口 41 名

（内終身会員の死亡 1 名）だが B コース C コース各 1 名以外すべて休会中。 

  9 月 24 日迄では、未収金の入金は有るが新規入会者は無く、入会候補者が 1 口あり。 
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（３）コースの状況について 
  コース管理課との打合せで、当期のコース管理方針について説明を受けた旨報告があり、その内容は資

料に基づき「年々厳しさが増す天候に打ち勝つ管理手法確立を目指する」旨報告があり、その中でグリ

ーンはベント種の 777 をインターシードしていくとのこと。 
 
（４）施設の有効活用について 
  前回報告の女子風呂の状況などについて質問が有り下記回答が有った、 

風呂の屋根は修理はしたが、天窓を本格的に直すのは足場を組む必要が有り、費用の問題もあるが、

休場日が続く日にしか工事が行えない。 
風呂の庭は、砂利はオーダーした。植物をどのようにするかは検討している。 

  女性の風呂場にゴキブリが出る。ゴキブリホイホイを置くと目立つが対策が必要  
 男子の方は出ないので原因はよく分からないが、床に板を張るなど検討する。 
地価の階段の扉 

地価の階段の扉を取り付け予定。 
レンジ自販機にカバーが必要 

  検討する 
風呂場や窓のメンテナンスの漏れが有るので、チェック表作成が必要 

 作成してみる 
 

（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 
  10 月 30 日にフェスタの残りのパーティーを行う旨報告が有った。 
 

                                     以 上  


