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令和 3 年 12 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 12 月 1８日 午後 4時 10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、草深、 

小宮山、高橋、新田見、村岡          以上 8名 

リモート 岡崎、生木、橋本、光岡            以上 4名  

                 以上出席合計 12名 

欠席   児玉    以上 1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）            以上欠席 1名、 

委任状を含め出席 3名 

最高顧問兼理事 1名 議 場   坂                   以上出席 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  出席無し                    以上 0名 

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

 
議題 

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 
   イベント委員会はクラブライフ委員会に吸収とし、イベント委員会から新年杯と開場記念祭を引き継ぐ。 
    委員から異議が無ければ委員長は井上現イベント委員長が就任し、現クラブライフ委員長の高橋理事

は引き続き理事として残る。 
 以上につき今後さらに協議の上理事会に諮りたい。 

   新年会の参加目標は 100 名で、現在 80 名申込なので、参加の声掛けを願う。 
35 期と 36 期の入会者に YOKOSO コンペの案内を連絡した。入会者への参加声掛けを願う。 

   開場記念祭の開催可否は 2 月頃に判断するが、開催する場合のコンテンツ案を各委員会に公募したい。 
②競技委員会 

   競技運営について打合せした。 
    理事長杯の使用ティーは、男子が青、女子が赤で統一。 激しい雨のコンディションの時は、競技中

止の判断を前日に実施。 スーパーシニアのマッチプレーの間にショットガンスタートのコンペが入

つたので、改善を依頼した。 四大競技の開催時期の見直しを検討する。（クラチャンの時期が寒い）

トロフィーのない競技のトロフィーを作成。 冬場は一部の黒ティーなど痛んだティーは競技の有無

に係わらず極力休ませてほしい。 
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  ③クラブライフ委員会 
   12 月 4 日のクリスマスは、プレーが 50 名パーティーは 86 名で、注意しながらバンドも入れビンゴも

行った。 
   ゴルフ場内の改善点につきとりまとめていく。 
  ④グリーン委員会 
   アンケートを実施した結果カート道の凹凸が酷いという指摘が多かった。 
   グリーンのボールマーク、フェアウェイのデボット跡が目立つ。フェローシップ委員会からの呼びかけはも

とより、競技委員会も競技開催の都度参加者への呼びかけを行ってほしい。 
   コース管理から ティーグランドの小さい所や日当たりの悪い所の大きくなった木の伐採を依頼。 
           バンカーの砂を入手出来たので、薄い所に入れていく。 
           8 番 13 番のカラーを張り替える。 
           カート道の補修は、先ず部分補修を行う。8 番青黒ティーの所は松の伐採も検討。 
   女性風呂前の庭の砂利で綺麗にした奥の植栽は、あじさい・水仙・クリスマスローズなどを検討中。 
  ⑤広報委員会 
   11 月 29 日に次回ニュースレターの編集会議を開催した。前回掲載の BWC の今と昔の座談会を掲載、

朝の渋滞時対策も。 
   中島監事が計画中の本に関しては、先月論議あったようにメールマガジンにリンクを掲載し、その内容を連

載形式でメンバーに紹介する方法が良いと考える。 
   15 番と 16 番の堺のネットの補修について質問→雪支配人から冬場に社内で補修を計画中の旨回答。 
  ⑥ジュニア委員会 
   今月のジュニアレッスンは、直前キャンセルで参加者が少なくなり中止になった。今回で 2 回目、キャ

ンセルは 1 週間前を徹底する。 
  ⑦フェローシップ委員会 
   YOKOSO コンペは最近 2.期入会 80 名なので、10 組ずつ取ってある。コンペの趣旨を説明しているが、

反応が今一つで入会時の各委員会の内容説明、委員会入会案内、などが充分出来ているか疑問。 
 
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 

   特に無し 
 
４，35 期の決算に基づく年会費基準について 

  36 期以降の年会費は直前期の決算の内容から出る基準値に基き、引上げ又は引下げに該当すれば自動的に変更

することになっているが、35 期決算に基づく基準値の報告が有り、変更基準該当しないので自動的には変更し

ないこととした。但し、37 期の年会費については年会費据置の趣旨を損なわない範囲での見直しは出来るので、

見直しを必要とする場合は令和 4 年 5 月頃までに決める必要がある。 
 
５，名義変更手数料について 

   名義変更手数料の暫定期間が今月末で終了するが、これにつき論議の結果、今期の入会状況に鑑み、来年８

月の今期末まで延長することで意見が一致した。 
 
取締役会 
議決事項 

（１）株式譲渡承認について 

 普通株 2株優先株 1株の譲渡を承認した。 
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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 11 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 20 +1 10 -1 

来場者数合計（人） 3,221 3,450 -229 1,805 -121 1,416 -108 

 内   M 1,633 1,709 -76 628 +19 1,005 -95 

 Ｇ 1,015 1,034 -19 641 +29 374 -48 

     Ｖ 219 145 74 182 +39 37 +35 

     Ｎ 354 562 -208 354 -208 0 0 

ゴルフ場売上高 3,035 3,198 -163 1,652 -31 1,383 -132 

 

11月の来場者数は 3,221名で前年比 229名の減少。メンバーとゲストも減少したがネットの 208名減少

が大きい。平日は営業日数が 1 日多くネット以外は増加したがネットの減少により 121 名減少した。

土日祝日は営業日数が 1日少なくビジターが増加したがメンバーとゲストが減少し、108名減少した。 

来場者の内無料来場者数が 631名で前年比 116名増加した。（有料来場者は 345 名減少） 

  ゴルフ場売上は 3,035万円で、前年比 163万円減少した。土日の営業日が 1日少なく、また有料来場が

345 名減少したことを勘案すると善戦している。 

 

12 月 17 日迄の経過は来場者数が 1,392 名で、前年同日比 302 名減少した。平日は、ネットの 165 名減

少の他メンバー・ゲスト・ビジターも減少し合計 294 名減少した。土日祝日は８名の微増だった。 

   この結果ゴルフ場売り上げは、1,374 万円で前年同日比 131 万円減少した。来場者の減少が平日だっ

たので、来場者数減少の割には売り上げの減少は少ない。 

 

（２）前月の入退会状況について 

11月の入会は 2口 3名。退会も 2口 3名（いづれも休会中で 1名はシニア会員へ）。 

12 月は 17日迄で 3口 3名の入会があり。退会は 1口 1名。期中の入会累計は 5口 6名、退会は 11口 14

名。（8月末入会者に見合う退会手続き完了 5口 6名を含む）。 

 

（３）従業員への年末一時金支給について 

  平成 19年 8月決算で、外部債務の整理がついたことを機に、将来の賞与支給を目指して毎年 12月に実

施している従業員に対する年末一時金支給を本年も実施したい。35期決算は増益だったので支給総額は

やや増額するとしても㈱コジローへの返済がまだ続くので、月給制社員の支給総額は増額後でも月給与

総額の 50％強程度が限度で、賞与と言うにはまだほど遠い。支給明細は代取一任としたい。 

 

（４）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 

 

（５）中長期修繕計画の作成について 

  木内代取から概略下記説明有。 

従来施設の老朽化については資金の返済最優先投入から予算や計画というものが無かったが、借入返

済の目途が付きつつあるので、専門の会社に 50万程度の費用をかけて建物や設備の現状について報告
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書を出してもらうこととする。修繕計画を実行するには、長年建築業界で実績の有るメンバーの山口

様に ACORN との人工の調整や外注を含め検討して頂く。これまで施設の有効活用について、定美様か

ら指摘を頂いて手直ししてきているが、それ以外の改善点が無いかについて、山口様にはクラブライ

フ委員会と一緒にみてもらうようにしたい。 

 

⇒上記（１）～（５）について報告を受け協議の結果了解した。 
  

（６）施設の有効活用について 

   プールサイドのトイレ工事に関する報告 

   現在のトイレの手直しは、見積をとったが費用が掛かる割には効率が悪いので、プールサイド右側の

上から降りてくる階段右側を奥に進んだところなら、トイレ用の排水設備が有るので、それを利用し

て男女別のトイレを作る案も浮上、定美様と相談する旨報告が有った。 

⇒上記（６）について報告を受け、先ずプールサイドに何を作ってどのように利用するかを決め

ていないので、それを決めることが先決で、其れによってトイレを直す必要が有るのか、どう

いうトイレが必要かを決めて、それによって工事内容を決めるべきだという意見が出て、光岡

取締役がこれを支持したのを受け皆これに賛成した。 

                                            以 上  

 
 


