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令和 3 年 11 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 11 月 21日 午後 4時 35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、生木、新田見、光岡、 以上 11名 

リモート 橋本、  以上 1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  野村 

リモート 無し、                 以上出席 1名 

欠席   志村・寺島（何れも木内に委任）       以上 2名、 

委任状を含め出席 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  角川・中島、 欠席 無し         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 伊江                   以上 1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 
   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 
   クリスマス杯を 12 月 4 日に開催するが、20 組限定とし、競技だけでなく規模を縮小してパーティーも

行なう。ビンゴはやらない方針だったがやってほしいという希望が多い。 
  ④グリーン委員会 
   報告事項特に無し 
  ⑤広報委員会 
   12 月の委員会のコンペの後、次号の編集会議を行う。 
  ⑥ジュニア委員会 
   〇11 月 3 日のジュニアレッスンは 13 名参加で、今回も低学年が多かった。 

〇レッスンのご案内、参加申し込み、保護者同意書のメールフォーム作成をティタイムに依頼中。 
〇レッスン中の危険回避のため、レッドカード・イエローカードを用意しておき、危険なことや注意を 

聞かないことが有ったらカードを出すことを検討中。 
  ⑦フェローシップ委員会 
   〇YOKOSO コンペに日程と担当委員会は下記の通り。 
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     2022 年 1 月 29 日 土曜日   幹事 イベント・クラブライフ委員会 
     2022 年 4 月 23 日 土曜日   幹事 競技・ジュニア委員会 
     2022 年 7 月 30.日 土曜日   幹事 グリーン・広報委員会 
     2022 年 10 月 29 日 土曜日   幹事 フェローシップ・ハンディキャップ委員会 
      新入会員メンバー勧誘、フェローシップ勧誘、親睦を深める大事な機会なので積極参加を。 
   〇委員会で BWC のコンセプトブックに関して、色々な意見が出された。 
    

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 
  〇12 月 25 日レストランで懇親会を開催する。 
  〇昨日新しい入居者対象の説明会を開催した。BWC 利用上の注意事項も伝えた。 
 
取締役会 
議題 
議決事項 
（１）代表取締役選任の件 
 本日の株主総会で、木内取締役が取締役に選任されたので、引続き代表取締役に選任する。 
⇒上記（１）記載の通り選任を議決した。 
（２）株式譲渡承認について 

株種類 譲受人 譲渡人 備  考      （金額は税込・敬称略） 

普通株 細野玄哉 三浦賢吾 譲受人は譲渡人の友人で来場履歴数回あり。8 月入会手続き先。

名変料 88 万。譲渡人は休会中。 

普通株 小町 伸 ㈱コジロー 売価 110 万、名変料 88 万。 

普通株 上村 学 ㈱コジロー 売価 110 万、名変料 88 万。譲受人は木内代取紹介。 

普通株 ㈱Acorn 水谷 晃 譲渡人は前期Ｂコース、コジローへの貸付 200 万。 

優先株 岸田直明 鈴木 巌 譲渡人はシニア会員へ、譲受人は南太志氏紹介の住宅購入予定

者。名変料 132 万。 

⇒上記（２）の株式譲渡を承認した 
 
報告・協議事項 
（１）今後 1 年の定例取締役会・理事会の日程について 
  今後も原則として毎月第 4 土曜日午後 4 時から、BWC レストランで開催。36 期定時株主総会は令和 4

年 11 月 20 日の日曜日に開催予定。 
（２）最近のゴルフ場の売り上げ状況について               添付資料参照   

 本年 10 月 前年 前年比 内平日 前年比 内土日祝 前年比 

営業日数（日） 31 31 0 21 -1 10 +1 

来場者数合計（人） 3,219 2,828 391 1,702 -94 1,517 +485 

   内 Ｍ（人） 1,730 1,395 335 638 +38 1,092 +297 

 Ｇ 1,082 870 212 661 +28 412 +184 

     Ｖ 118 149 -31 114 -35 4 +4 

     Ｎ 289 414 -125 289 -125 0 0 

ゴルフ場売上高 2,992 2,538 454 1,548 +11 1,444 +443 
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10 月の来場者数は 3,219 名で前年比 391 名の増加。メンバーとゲストが増加しビジターとネットが 94
名減少した。平日は営業日数が 1 日少なくネットの 125 名減少によりメンバーとゲストは増えたが 50
名減少した。土日祝日は営業日数が 1 日多いとは言えメンバーの 297 名増加とゲストの 184 名増加に

より 485 名増加した。 
来場者の内無料来場者数が 659 名で前年比 258 名増加した。（有料来場者は 133 名増加） 

  ゴルフ場売上は 2,992 万円で、前年比 454 万円増加した。土日のゲストの増加が寄与している。 
 
11 月 20 日迄の経過は来場者数が 2,159 名で、前年同日比 189 名減少した。平日はネットの 146 名減少

の他メンバーとゲストも減少し合計 182 名減少した。土日祝日は７名の微減。 
   この結果ゴルフ場売り上げは、2,053 万円で前年同日比 122 万円減少した。 
 
（３）前月の入退会状況について 

10 月は親族間名義変更以外の入会が無く、11 月は 19 日迄で 2 口 3 名の入会があり。退会は 9 月に続き

10 月も 8 月入会に見合う退会者の手続き完了が多く、期中累計で 8 口 10 名（いづれも休会中）にな

った。 
尚 10 月にジュニア会員の入会が 1 名有った。 

 
（４）コースの状況について 
  コース管理との打合せが後日なので、現状報告事項は特に無し。 
 
（５）施設の有効活用について 
  プロジェクトからの質問・意見など 
   女性の風呂の庭が綺麗になったが、砂利の上の植栽はどうなっているか？正面の植栽とライトアップ

を希望する。 
    ⇒砂の上の植栽は準備しているがその後の管理と、正面の植栽をどのようにするかについては、グ

リーン委員会とも相談し実施し、ライトアップは事務局で検討する。 
   プールサイドの建物の雨漏り防止はどうなっているか？ 
    ⇒雨水が建物にしみこむことの防止工事は数日中に着手する。 

プールサイドの扉の中にあるトイレ修理について見積は取っていないのか？ 
 ⇒高額になりそうでもあり躊躇していたが、ご指摘なので至急取るようにする。 

   
（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 
  理事会のコミュニティ管理組合理事会報告参照 
 
（７）その他 
 改善要望について 

カート道の凸凹の補修、カートの正面のアクリル板が痛んでいて正面が見難いカートが有る等の意見

が出され、このようなことについて会員の希望を吸い上げる必要がる旨問題提起が有った。投書箱の

ようなものを設置の意見も出されたが、当面クラブライフ委員会の所管とした。 
  ⇒上記（１）～（7）について報告を受け協議の結果了解した。 

                                    以 上 


