
令和 4 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 4年 11 月 20日 午後 5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）、井上、岡崎、草深、小宮山、 

田井（理事長）、中川、生木（副理事長）、新田見、以上９名出席 

リモート 橋本                     以上１名出席 

合計 10名出席 

欠席  村岡                      以上欠席 1名 

                           以上 出席 10名                 

執行役員兼理事 

3名 

議 場  寺島、野村                     出席 2名 

リモート 無し                      

欠席   無し                      以上出席 2名 

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

以上理事 14 名                               13名出席 

監査役兼監事 2名 議 場  角川、髙橋                   以上出席 2名          

傍

聴 

理事でない執行

役員 2名 

議 場  寺島、野村、井口                      

以上出席 3名 

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

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

その他 議 場  村岡早苗（グリーン委員会）             出席 1名 

議題 
理事会 
 １，手続き事項                                        

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，理事長・副理事長選任 

  理事長に田井暢子理事を、副理事長に木内 充理事と生木俊輔理事を選任した。 

 

３，委員会報告 

① 競技委員会  

・本日でクラブ選手権とスーパーシニア選手権を終了した。 

② クラブライフ委員会 

・12月3日開催のクリスマスカップの参加申し込みが、現在プレー70人、パーティーのみ20人で、 まだ

少し少ない。 

③ グリーン委員会 

・グリーンの状態は良好、16番黒ティーの竹が伸び過ぎで伐採を要す。 

・カート道の凹凸改修の現状について委員長から報告が有った。 

④ 広報委員会 

・ニュースレターのアンケートを実施予定。 

⑤ ジュニア委員会 

・11 月のジュニアレッスンは参加申込み 30 人と多く、プロ 6 人、見守りの人数確保等準備中。 



⑥ ハンディキャップ委員会 

Yokoso コンペをフェローシップ委員会と共催で開催した。 

⑦ フェローシップ委員会 

本年 4 回開催の Yokoso コンペは 1 回目 16 名・2 回目 14 名・3 回目 11 名・4 回目 25 名で延べ 66

名が参加した。 

取締役会 
議題 
議決事項 
（１）代表取締役選任について 
  先ほど開催の定時株主総会終結時を以て木内代表取締役をはじめ任期の到来しない取締役全員が辞任

し、再任を含め全員新たに 11 名が取締役に就任したので、代表取締役を選任する必要が有る。ついて

は木内取締役を引続き代表取締役に選任し社長とする。 

 
（２）其の他役員について 
  先ほどの株主総会で選任された取締役と監査役の他に、坂征郎理事を引続き最高顧問に西澤民夫前代表

取締役を顧問に、寺島久史理事・野村真吾理事・井口孝俊本社総務部長・雪裕爾副支配人を引続き執行

役員に委嘱する。 
 
（３））今後の定例取締役開催予定について 

   今後 2 年間の定例取締役会を毎月 1 回原則として第 4 土曜日午後 4 時からブリックアンドウッドクラ

ブに於いて開催する。ただし、12 月は年末押し詰まるので第 3 土曜日（来月は 17 日）、11 月は株主総

会の日（来年は 26 日）とし、その他事情により必要なら変更は有り得る。 
➡上記（１）から（３）について協議の結果、いずれも承認された。 
 
（４）株式譲渡承認について 
  

➡普通株 3 株と優先株 1 株の譲渡承認が承認された 
 
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 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 20 -1 11 +1 
来場者数合計（人） 3,140 3,219 -79 1,557 -145 1,583 +66 

内 M 1,687 1,730 -43 517 -121 1,170 +78 
 Ｇ 1,014 1,082 -68 601 -60 413 -8 

     Ｖ 124 118 +6 124 +10 0 -4 
     Ｎ 315 289 +26 315 +26 0 0 
ゴルフ場売上高（万円） 2,872 2,992 -120 1,401 -147 1,471 +27 

10 月の来場者数は 3,140 名で前年比 79 名の減少。ネットとビジターが増加したがメンバーとゲストが

減少。平日も同様だが、土日祝日は営業日が前年比 1日多いにも拘わらずメンバーが 78名増加で合計

が 66 名増加に止まった。（無料来場者は 17名減少なので有料来場者は 62名減少） 

この結果ゴルフ場売上は、2,872万円で前年比 120万円の減少。 



11 月 19 日迄の経過                          
来場者数は 1,941 名で、前年同日比 70 名の減少。（無料来場者は 17 名増加なので有料来場者は８７

名減少） 平日は前年比営業日数が 1 日少ないとは言え 162 名減少し、土日祝日は営業日が 1 日多に

も拘らず 92 名の増加にとどまった。いずれも雨の影響が若干あった。 
この結果ゴルフ場売り上げは 1,847 万円で前年同日比 66 万円減少中。 

 
（２）最近月の入退会状況について 

10 月の入会は 1 口 1 名。 
この結果当期初 9 月からの累計は 2 口 2 名、親族会員入会が 2 名。 

 11 月は 19 日現在で、4 口 5 名（前記株式譲受承認議題 4 名）が入会手続きを開始。 
また、親族会員入会 1 名も手続き中 

 
（３）コースの状況について 

理事会のグリーン委員会報告参照。 
 
（４）施設の有効活用について 

 ①特に報告事項無し。 
 

（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特に報告事項無し。 

➡上記（１）から（5）について報告を受け、協議の結果了承した。 
                                   以 上  

 


