
令和 4 年９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 4年 9月 24 日 午後 4時 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（代表取締役・副理事長）、田井（理事長）、井上、、 

小宮山（檜垣副委員長による代理出席）、新田見、橋本、光岡 以上 7名出席 

リモート 高橋、生木（副理事長）、村岡、   以上３名出席 

合計 10名出席 

欠席  岡崎、草深（いずれも木内副理事長に委任）、児玉 以上欠席 3名 

                   以上 委任状を含め出席 12名出席                 

執行役員兼理事 

3名 

議 場  野村                    以上 出席 1名 

リモート 無し                     

欠席 志村、寺島（いずれも木内副理事長に委任）    以上 欠席 2名、 

委任状を含め出席 15名 

最高顧問兼理事 議場  坂                       以上 1名出席 

以上理事 17 名                      委任状、代理を含め 16名出席 

監査役兼監事 2名 議 場  中島                    以上出席 1名          

傍

聴 

理事でない執行

役員 2名 

議 場  井口、雪                   以上出席 2名 

MFC管理組合 議 場  出席無し                     出席 0名 

事務局 議 場  片岡、宍倉、篠本、松本            以上出席 4名                  

その他 議 場  上西（クラブライフ委員会副委員長）      以上出席１名 

議題 
理事会 
１，手続き事項                                            

理事会は理事会は議事を行うための定足数を充足、取締役会も議決を行うための定足数を充足 

２． 委員会報告 

① クラブライフ委員会 

・次期体制について。井上委員長（留任）、上西副委員長（新任）、佐野副委員長（留任）。 

・クラブライフ向上のための活動について。レストラン改善と施設改善について、それぞれ担当者を決定

し、鋭意取り組んでいく。 

・開催された各イベントについての報告。特に、開場記念祭についての詳細報告があった。 

・今後のＹＯＫＯＳＯコンペの持ち方について問題提起が有り、来年については３月、７月、11月の年

３回の開催とするとの方向性が共有された。合わせて、今後は理事会が主導すること、開催目的等の振り

返り総括については次回以降の理事会で論議することが確認された。 

・レストランの改善については、定期的に要望や意見を現場に伝える場を設ける等、今後の取り組み方法

について鋭意検討していくことが確認された。 

② グリーン委員会 

・視察ラウンドを踏まえ、メンバーから出されたコース改善に向けた意見について説明が

あった。 

・次期体制について。村岡委員長（留任）、北島副委員長（新任）。 



③ ジュニア委員会 

・ゴーカートの事故や送迎バスの置き去り等、子供が被害者となる事故が増えている中、ジュニ

アの利用者の多い当クラブとして、安全第一を徹底するための取り組みを今後も進めて行きた

い。 

④ フェローシップ委員会 

・今後のブリック＆ウッドの運営について。借入金完済後の新たな取り組みに対する期待感の表

明があった。 

・ブリック手帳のコンテンツについて、要望を理事会に提出済み。今後は、デジタル対応（カレ

ンダーアプリへの自動取り込み等）についても検討すべきである。 

・フェローシップ委員会の役割強化について。各項目について更なる改善に取り組むべく、担当

の割り振りを行なった。 

・午後プレーにおけるマナー改善、ブラックティーの価値を上げるための方策検討等、委員会メ

ンバーから出された意見についての説明が有り、これらへの対応策について議論が行なわれ、一

人一人が（マナーについて）口に出して伝えることが重要、との意見があった。 

 

３．次期理事・監事の選任について             

  ・クラブライフ委員会：井上委員長、グリーン委員会：村岡委員長、広報委員会：未定、ジュニア

委員会：橋本委員長、フェローシップ委員会：小宮山委員長、ハンディキャップ委員会：中川委員

長。   ・来月の会議までには全て固まっている必要がある。 

 

取締役会 
議題 
議決事項 
（１）株式譲渡承認について 
普通株 1 株の譲渡を承認した。 

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                      

  本年8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 20 +1 9 -1 
来場者数合計（人） 2,287 2,405 -118 1,256 -60 1,031 -58 
内  M 1,249 1,330. -81 531 -39 718 -42 
   Ｇ 727 718 +9 423 +30 304 -21 
     Ｖ 109 130 -21 100 -26 9 +5 
     Ｎ 202 227 -25 202 -25 0 0 
ゴルフ場売上（万円） 2,039 2,071 -32 1,096 +22 943 -54 

8 月の来場者数は 2,287 名で前年比 118 名の減少。ゲストが微増で他は減少。平日はゲストが増加

で他は減少により 60 名減少した。土日祝日はビジターが微増だがメンバーとゲストが減少し 58
名の減少。（無料来場者は 17 名減少なので有料来場者は 101 名減少） 
この結果ゴルフ場売上は、2,039 万円で前年比 32 万円の微減。 

 36 期の期初来 12 か月間の累計では、来場者数が 31,358 名で前年同期比 1,686 名減少（内ネット

1,796 名減少）し、ゴルフ場売上げは 28,096 万円で、前年同期間比 970 万円減少となった。2 月

の雪による減少 390 万円に続き 4 月の 350 万円減少 5 月の 274 万円が大きい。 



9 月 23 日迄の経過                            
来場者数は 2,016 名で、前年同日比 19 名の微減。平日は 3 名微減、土日祝日も 16 名微減。 
（内無料来場者は 382 名で 31 名減少なので、有料来場者は 12 名微増） 
この結果ゴルフ場売り上げは 1,753 万円で前年同日比 27 万円の微減。 

 
（２）最近月の入退会状況について 

8 月の入会は 5 口 7 名、期中累計は 20 口 28 名。期中目標 30 口比 10 口未達。 
9 月は 23 日現在では入会が無いが、1 口 1 名が入会予定。 

 
（３）コースの状況について 
  ①第 37 期コース管理計画ついて                     
 
（４）㈱コジローへの返済について 
  8 月中に㈱コジローに対し 40 百万円の返済を実行した。この資金でコジローは 17 年前に当社の

銀行借り入れを肩替わるためにメンバーから借り入れた借入金 86,990 万円の先月末現在残高 98
百万円に 46 百万円返済し、借入残高を 52 百万円とした。これにより、当社の業績が前期並みな

らば、当期中か来年末までには返済の目途が立った。 
その後の追加保証金②70 百万円の期限内返済も見通せる。コジローが当社にボイラーなどの設備

資金として寄付するために借りた 3,350 万円の返済等は残っている。 
 
（５）取締役・監査役の任期到来について 
  理事会での協議参照。 
 
（６）施設の有効活用について 
  ①特に報告事項無し。 
 
（７）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特に報告事項無し報告。 
 
（８）その他 
  ①食堂のメニューについて（坂最高顧問より） 

食堂についての注文やメニユーについてのリクエストが有れば教えてほしい。 
  ②情報の伝達について（新田見取締役より） 
   メンバーやゲストにたいする情報の伝達について SNS やラインを含め改善が必要。 
 ➡上記（１）から（８）について報告を受け協議の結果了承した。 

以 上  
 


