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令和 3 年 10 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 10 月 23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）井上、岡崎、草深、 

児玉、小宮山、高橋、光岡            以上 9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 12名 

欠席   村岡（議長に委任）、以上 1名  内委任状で出席 1名 

   以上委任状を含め出席合計 13名 

執行役員兼理事 3名 議 場  無し 

リモート 寺島、野村、                以上出席 2名 

欠席   志村（木内に委任）    以上 1名、委任状を含め出席 1名 

以上委任状を含め出席合計 3名 

最高顧問兼理事 1名 議 場   無し    欠席 坂          以上欠席 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  中島、 欠席  角川 、        以上出席 1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 
   9 月にシニア選手権を開始、10 月はクラブ選手権予選を開始、11 月はクラブ選手権とグランドシニア

を行う。クラブ選手権をプロの競技が中止になった大雨の日にも開催したが、大雨の時については今後

の課題とする。スーパーシニアのカップが無いのでクラブで購入してほしい。 
   クラブ選手権、シニア選手権は予選参加２５名未満の場合８名を決勝進出としていたが、もう一段階２４名

以下１６名以上は１２名進出というのをルールとした。今回のクラブ選手権女子は２４名参加なので１２名

が決勝進出となる。 
  ②クラブライフ委員会 
   プールサイドの夕べを 7 月 23 日に、ガゼホナイトを 10 月 8 日に開催した。クリスマス杯を 12 月 4 日

に開催するが、競技だけでなく規模を縮小してパーティーも行いたい。 
  ④グリーン委員会 
   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 月中旬に発行するように準備している。 
  ⑥ジュニア委員会 
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   〇10 月 3 日のジュニアレッスンは盛況だった。 
〇来年のスケジュール  親子ファミリーゴルフ大会は、秋 1 回に変更。 
〇バス乗車ルール  乗車時にドライバーがトイレの確認・ベルトの確認他、乗車中のマナーや事故防

止について確認する。保護者にはこれらを事前に確認して頂く。 
〇参加申し込み書提出徹底  参加者の情報を得るため、電話申し込みを含め申込書を必ず提出願う。 
〇提出書類の HP 活用  参加申込書・保護者同意書などを HP でダウンロードし提出出来るよう木内

社長を通して、ティータイムに依頼する。 
  ⑦フェローシップ委員会 
   11 月はバンカーを使用後綺麗にすること、12 月は火事防止のため禁煙、の PR を行う。 

YOKOSO コンペを 1 月 4 月 7 月 10 月の最終土曜日（一部第三土曜）に開催し担当委員会調整中。 
（この報告を受け席上担当委員会を決定） 

    
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 

  10 月 30 日に延期したフェスタのパーティーを行う。キッチンカーを入れ 120 名程度参加予定。雨天の際 
 レストランを使用したい旨報告が有り了解した。 
 

 
取締役会 
議決事項 
（１）株式譲渡承認について 

普通株 1 株の譲渡承認が提案された。 
 
（２）株主総会招集の件 
 第35期定時株主総会を予定通り令和3年11月21日にブリックアンドウッドクラブ レストラ   ン

に於いて開催する。招集通知は 11 月 7 日以前に発送する。 
 議題は、現取締役 7 名の任期到来に伴う取締役選任の件と第 35 期事業報告及び計算書類報告の件 

  の 2 件。万一取締役から議題の追加提案が有れば、総会の議案にするか否かは代取一任。 
⇒上記（１）及び（２）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 9 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. 29 0 19 0 10 -0 

来場者数合計（人） 2,784 2,765 19 1,421 -50 1,363 +69 

   内 Ｍ（人） 1,620 1,425 195 573 +89 1,047 +106 

 Ｇ 773 702 71 484 +80 289 -9 

     Ｖ 131 145 -14 104 +14 27 -28 

     Ｎ 260 493 -233 260 -233 0 0 

ゴルフ場売上高 2,370 2,336 34 1,177 +81 1,193 -47 

9 月の来場者数は 2,784 名で前年比 19 名の微増。メンバーとゲストは増加したがネットとビジターが減

少した。平日はネットの 233 名減少によりメンバー他は増えたが 50 名減少した。土日祝日はメンバ

ーの 106 名増加を主因に 69 名増加した。 
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来場者の内無料来場者数が 605 名で前年比 124 名増加した。 
  ゴルフ場売上は 2,370 万円で、前年比 34 万円の微増だった。 

10 月 22 日迄の経過は来場者数が 2,207 名で、前年同日比 370 名増加した。平日はネットが 95 名減少

したもののメンバーとゲストの増加を主因に 42 名増加した。土日祝日は、前年より雨が 2 日少なく、

メンバー210 名とゲスト 115 名の増加を主因に 328 名増加した。 
   この結果ゴルフ場売り上げは、1,995 万円で前年同日比 368 万円増加した。 

 
（２）前月の入退会状況について 

9 月は、新規入会者は無く入会候補者が 1 口あり。 
  10 月 22 日迄では、新規入会者は無く、入会候補者が 1 口あり。 
 
（３）コースの状況について 
  グリーンは肥料が効いてきて綺麗になってきた。インターシードを行うが、効果が出るのには時間がか

かる。11 月からは暗渠排水等冬場の工事を行う。 
寺島理事からティーイングエリアの荒れているところがあるので、11 番黒など、冬場は休めたらどうか

との提案が有り了解した。 
   
（４）第 35 期決算報告の件                           
  8 月末で終了した第 35 期の決算は、現在会計監査人による監査途中であるが、実地調査が終了し添付資

料の通り概ね確定した。この決算内容を了承し、万一今後変更が発生した場合は、変更の承認を代取に

一任。 
   ３５期決算損益概要 単位百万円 （各項目 1 百万未満切り捨てに付きこの増減は 1 合わず） 

 34 期 35 期 増減 備考 
売上高 360 406 46 コース使用料+20、食堂売店+10、年会費+5、ネット+5 

売上原価 30 31 1 食堂売店収入が増加したが、衣料が減少し、略前期並み 

販管費 319 335 16 減価償却+6、給与+3（34 期は-3）、雑給+４（外国人像） 

営業利益 10 39 29 売上増加に対して経費の増加を抑えため 

経常利益 15 44 29  

特別損益 36 2 -34 前期はコジローの大口債権者からの寄付 33.5 と保険料 6.5 有り 

税引後利益 51 45 -6  

 
（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特に報告事項が有れば報告。 
 
（６）施設の有効活用について、 
 定美チームリーダーからの伝言を光岡理事から発表 
 プール右の部屋等の雨漏りについて、ACORN の大工に見積をさせるということだが、どの程度漏らなく

なるか？  
雪副支配人回答、見積が完了してみないと分からないが、壁からの漏水は ACORN の大工で完全に漏らなく 
出来るのか何とも言えない。 

光岡取締役から 35 期決算で修繕維持費が 240 万かかっているが、業績は悪くないので 36 期に増やす余 
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地は有るかとの質問。木内社長からコメント 業績が 35 期程度に良ければ増やす余地は有ると思うが、 
他の費用や返済のことも考慮する必要が有る。 

（７）20 周年を機に冊子発行について                              
木内代取から坂特別顧問の伝言として、「以前に発行した BWCの始まり・コンセプト・コース紹介等
を書いた白い冊子を、20周年を機に作成したいので、各委員会の 1人くらい協力してほしい」旨報告
が有った。 

 
 
⇒上記（１）～（７）について報告を受け協議の結果了解した。 

                                    以 上 


