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１．子どもたちとＢＷＣ 

 

子どもたちの姿を多く見かける

のは日本の他のゴルフ場にはあま

り見られないブリック＆ウッドク

ラブ（BWC）の特徴かもしれない。 

BWC 創設者の坂征郎さんは、ゴ

ルフ場建設の時は家族を都内に残

して市原市加茂地区に住民票を移

し、田舎の付き合いに溶け込む努

力を惜しまなかった。そして当初

は材木倉庫の一画の４畳半に住ん

でいたが、ゴルフ場から約２キロ

の高滝湖畔に農機具小屋を建てるとその２階に

住み農業にもチャレンジした。 

梅林に囲まれた小屋の１階には、中古でそろえ

た田植え機から精米機まで格納されていてかな

り本格的だ。そして、それらを駆使して BWC の

メンバーの子どもたちに田植えや稲刈りの経験

の場を提供したのが素晴らしい。父親が土日にゴ

ルフで日ごろのストレスを解消している時に、妻

や子どもは取り残されるのが日本的な風景。だっ

たらお父さんがプレー中に子どもたちは田植え

をして農業体験をしたらという発想だ。ゴルフを

終えた親は田んぼに駆けつけ、バーベキューを共

にすれば親子の絆が強まるから一石三鳥だろう。 

最初はためらっていた子も裸足になって田ん

ぼに入ると、都会では味わえない泥の感触に歓声

本読みに参加したジュニアたち。幼稚園児の子供が本の内容をしっかり理解していた。 



を上げる。そして苗の植え付けに夢中になる。お母さん・お父さんは田植え機の操縦が面白

くてたまらない。秋になって自分達が植えた稲を刈る経験や、そのお米を食べるのは感動的

ですらあるのだ。 

高滝湖畔の農園では田植えや稲刈りの他、サツマイモやジャガイモ掘り、トマト、キュウ

リ、ナス、スナップエンドウの収穫などの場も子どもたちに提供された。「家族が一緒に」

というのは BWC 創設当初からの大切なコンセプトだったが、子どもたちは年々大きくな

るから、ちびっ子もだんだん小学生、中学生、高校生となり、各ジェネレーションが今や

BWC の体験者として、その価値を将来に伝える厚い層となっている。 

 

２．ジュニア委員会創設 

 

こうした取り組みの延長線で 2014 年の春ごろ、坂さんが現在のジュニア委員長の橋本美

佐子さんに「ジュニア育成を考えてくれませんか？」と声をかけた。これが BWC のジュニ

ア育成にとって大当たりだった。坂さんは直感力が強く、特に人を見る目が鋭いが、橋本さ

んは最適な人選だった。 

軽井沢で坂さんと一緒にラウンドしたことや、橋本さんの夫橋本宏太郎さんの後輩の菊地

俊彦さんが BWC の最初の支配人になったことなどが縁でメンバーになった橋本美佐子さ

んは、かつて日本航空でキャビンアテンダントをしていた。その後、営業本部で、そして JAL

コーディネーションサービスで（後に JAL アカデミーに名称変更）、官公庁・企業向けのコ

ミュニケーションや接遇の研修・講演をしていた。 

そこで 10 年間仕事をして独立した橋本さんは、それまでのネットワークを生かして働き

つつ、「人に役立つこともやりたい。」と思うようになった。坂さんが声をかけたのはそんな

タイミングだった。「子どもたちに関わることは大変とはいえ、とてもやりがいがあります。

“情けは人の為ならず”という言葉のように、ボランティア度がとても高いジュニア育成で

すが、自分の学びや成長になるのです。」と述懐する。 

 

３．ジュニア委員会の活動 

 

2014 年夏にジュニアゴルフ合宿が行われたのが BWC のジュニア育成の本格的スタート

だった。ここに橋本さんたちジュニア委員会作成の「ジュニアゴルフ合宿 心を育てる 

プログラム」というペーパーがある。長くなるが引用したい。 

 

（ジュニアゴルフ合宿の目的） 

〇技術を向上させる 〇ゴルフのルールとマナーを習得する 〇体力作りをする 



〇豊かな人間性や社会性を育てる 

 

「豊かな人間性や社会性」は、ゴルフを離れても、一人の人間としてとても大切なことで

す。ゴルフ合宿という、共通の目的を持った共同生活の中で、相手を尊重する、周りの方々

に感謝の気持ちを持つ、自分のことは自分でし、努力する力をつける、自分の考えを伝える

など、人として成長することもゴルフ合宿の大きな目的です。 

スポーツ合宿に参加する意義を親の立場から考えてみると、技術の向上も含め、合宿から

帰った子が、行く前より「一回り大きくなった」「何か変わった」と実感出来ることです。 

数日親と離れている間に、技も心も成長したわが子が眩しく見えるような思いは、親にと

っての大きな喜びです。 

そして、子供の変化に対する親の賞賛が、子供たちの益々のやる気と、更なる成長につな

がるものと思われます。 

 

このペーパーには、当初からジュニア育成

の理念がしっかり書き込まれていて、それは

今に至るまで引き継がれ、ブレていない。人

間性・社会性を育てることの大切さが明確な

のだ。 さらに 10 項目の「人間性や社会性を

育てる」ポイントを示しているが、それをま

とめると、きちんとした挨拶、思いやる心、

笑顔、プラスの気持ち、整理整頓、自分の考

えを出せる発信力などとしている。 

合宿の最後には気づいたことなどについて

書いてもらい、みんなの前や帰宅後に家族の前で発表することをプログラムにしている。 

ジュニア委員会が正式に発足したのは 2015 年 1 月。BWC 所属の西尾和也プロや平塚智

幸プロのレッスンでは、まず座学が行われた後、初心者と経験者にグループ分けして、レン

ジ、パター、アプローチ練習をしてから

ラウンドレッスンが行われた。ジュニア

ティーも設けられた。初心者の子供がコ

ースに出て練習する光景は BWC ならで

はの自慢できるものだった。 

また、開場記念祭やクリスマスのジュ

ニアプログラムでは、畑まで行って野菜

の収穫、本読み、紙芝居、餅つき。夏には

花火、スイカ割り、バーベキューも。保護

者のため、子供がレッスンを受けている



間のプレー枠を取ってあり、ゲストの

保護者には割引料金も用意された。合

宿の最終日には親子･ファミリーゴル

フ大会が企画され、親、子、孫の 2 代、

3 代で楽しみながらラウンドし、BWC

のレガシーを楽しみながら伝承しよう

という現在の構想の一端がすでに描か

れていた。 

だが、ジュニア育成は一度でも事故が

起きたらお仕舞い。橋本さんは子供た

ちの安全を最も気にかけていた。子供

は長いものを持ったら振り回したくな

るし、ボールを打ったら、拾いに走って行く。「行動規範」を制定して、毎回朝のオリエン

テーションで子供たちに読ませた。カートの乗り降りで気をつけることや、見守りボランテ

ィアで運転担当の大人の指示に従うことを徹底した。またクラブを持つ時はケインズスタ

イルと呼ばれるヘッドを持つようにさせた。振り回しにくい上、仮に当たったとしても衝撃

は小さい。西尾プロは朝のミーティングで、クラブを地面にガンとぶつけ大きな音を出し、

「これが身体に当たったら大怪我するんだよ」と教えている。 

事故や怪我の無いように細心の注意を払うものの、楽しく過ごすことにも工夫が凝らされ

ている。レンジではあの箱に玉を入れたら何点とゲーム性を持たせたり、テニスコートでは

3 グループに分けて端から端へと駆けっこ競争。2019 年に始まった親子・ファミリー大会

はベストボールでやると、必ずしもお父さんが活躍する訳ではなく、盛り上がる。プールサ

イドのバーベキューでは何人ものお父さんがプールに落とされる。お父さんの方は携帯電

話をテーブルに置き、覚悟のびしょ濡れで歓声がわく。 

合宿は子供たちにとって楽しくてたまらない。BWC の大部屋に雑魚寝で枕投げしたりし

てなかなか寝ない。カリフォルニア州サンディエゴでの IMG 世界ジュニア選手権で上位入

賞しているスーパージュニアも、初心者の子も仲良く一緒に寝るのが嬉しいのだ。「〇〇ち

ゃん、次の大会頑張れよな。」なんて初心者の子が上手な子を励ますのも微笑ましい。そう

して励まされていたカンちゃんこと片野貫一朗君は６月に行われた関東中学校ゴルフ選手

権で１年生ながら優勝、８月の全国大会に出場する。 

 

４．スーパージュニアたち 

 

余談になるがBWCのジュニアには前記の世界ジュニア選手権で優勝や入賞という子が何

人もいる。「ジュニアがゴルフを練習するには最適。学校から帰ったらレンジで練習できる

2020年第二回親子・ファミリー大会優勝須藤ファミリーと瀬倉プロ 



し、ラウンドもできる。」とのことから、家族で何世帯もコミュニティに移住してきたのだ。

市原市の加茂地区では過疎のため小学校が 5 つも廃校になり、小中一貫校の加茂学園に統

合されたが、1 学年 1 クラスしか成り立たず、生徒数が少ないことを悩んでいた。そこへ都

会の子供が 8 人も入ったから校長先生はビックリ。「田舎の子供が小中一緒に持ち上がり同

じ顔ぶれが固定するのはまずいと思っていた。そこに都会の子供が交じることは刺激にな

って嬉しい。」と喜んだ。なんとスクールバスの代わりにワンボックスカーでの送迎だ。 

特筆したいのはコミュニティに住む中学 1 年生の根本悠誠君(12 歳)がこの 8 月から有数

のトップアスリートを輩出している米国の IMG アカデミーに単身留学することだ。悠誠君

は 5 歳でゴルフを始めたが、素晴らしい集中力で腕を上げた。IMG 世界ジュニア選手権に

おいて、最小スコアで優勝して以来 7

年連続、同大会に参加し、そのうち 5

回優勝というスーパージュニアであ

る。信じがたいのだが、ホールインワ

ンは 33 回も達成している。 

年間留学費用は多額になるが、

BWC は 3 年間 30万円の支援者を募

って応援している。悠誠君はタイガ

ーウッズや松山英樹のような世界で

活躍するゴルファーになるだろう

とみんなで夢見ている。 

５．世代を超えて 

 

さて BWC のジュニアプログラムは年毎に参加人数の増減はあるものの発展を続けてき

た。開場記念祭やクリスマスのジュニアプログラムは幼稚園児から参加できる。小学校 6 年

になると中学受験の子供が来なくなったり中学生は部活で忙しいといった事情もある。 

しかし最近はメンバーの友達の子供たちも参加するようになりジュニアプログラムは盛

り上がりを見せ、これを契機に BWC のメンバーになる人も出てきた。図らずも新規募集に

つながっている。 

また、BWCのレガシーを長く後世に伝えて行くには良い意味での世代交代が必要だ。2000

年の開場の時に 55 歳だったメンバーはもう 77 歳だ。ゴルフで身体を鍛え元気な方々が多

いが孫も大きくなってきた世代だ。BWC では、メンバー歴 10 年以上、70 歳以上であれば

二親等以内の血族又は姻族に名義変更料なしに株主会員権を譲渡することができ（それ以

外の方への譲渡は名義変更手数料が必要）、本人はシニア会員として従来通りメンバー同等

の権利を与えられる制度がある（ミニマムユースは適用しない）。これは 2 世代、3 世代の

方々にブリックのメンバーになることを促す。ジュニアからシニアまで各世代がそろった

JGA の HP より「2021 全国小学生大会」１位タイの根本悠誠

君（右端）、３位タイの片野貫一朗君（左から 2番目） 



クラブは長く栄えるはずだ。 

ジュニア委員会主催の親子・ファミリーゴルフ大会は 2019 年から 2 回実施され、大成功

だったがコロナ禍で中断を余儀なくされた。今年の開場記念祭には同時開催で 2 世代・３

世代のファミリーゴルフ大会として装いも新たにスタートした。7 月 31 日には第 2 回目が

実施されている。①家族 4 人で１組②家族 3 人で１組③家族 2 人＋他の家族２人で１組と

いう形で登録することができるが、ジュニア委員会のジュニア育成の取り組みとは別に、こ

うした次世代に向けた取り組みもスタートしている。 

1997 年に米国で「ザ・ファースト・ティ」プログラムが誕生した。フロリダ州に本部が

あるが、「子供たちにゴルフを通じ、人格形成と人生に充実感をもたらす多様な価値観を

促進する。」という活動をしており、全世界でこのプログラムに 1550 万人以上が参加して

いるという。「正直・誠実・スポーツマンシップ・尊敬・自信・責任・忍耐・礼儀・判

断」の 9 つのコア・バリューを掲げている。BWC のジュニア委員会はこのプログラムを

参考にはしているが、BWC の実態に合わせ独自の発展をしてきた。ジュニア憲章を制定

し、様々なマニュアルを用意し、合宿の時などは喘息の発作を起こした子や足にトゲが刺

さった子への緊急対応もジュニア委員会の見守り担当メンバーが行った。レッスンが軌道

に乗ると「心を育てる。」という初心を忘れがちになる。プロもジュニア委員も慣れによ

る慢心を常に戒めてきた。 

ジュニア委員会の歴史を取材して、そのたゆまぬ努力に頭が下がるとともに、大変ではあ

るがこの活動を継続してほしいと思った。 

ジュニア委員会を中心としたジュニアゴルファーの育成、メンバーの子や孫に引き継ぐ２

世代・３世代の取り組み、そして言うまでもなく、現メンバーの友人などの仲間づくり、い

ずれもが BWC を 100 年後に引き継いでいく重要な取り組みであることをメンバー全員で

確認したい。 


