
令和 5 年 2 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 5年 2月 25 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 

11名 

議 場  木内（代表取締役・副理事長）、井上、岡崎、草深、小宮山、 

中川、村岡純一                               以上７名出席 

リモート 生木（副理事長）、新田見、橋本         以上３名出席 

合計 10名出席 

欠席  田井（木内副理事長に委任）    

以上欠席合計１名 

                     以上 委任状を含め 11名出席                

執行役員兼理事 

2名 

議 場  無し 

リモート 寺島 

欠席   野村（木内副理事長に委任）          以上 2名出席 

最高顧問兼理事 議 場  坂                     以上 1名出席 

以上理事 14 名                    委任状、代理を含め合計 14名出席 

監査役兼監事 2名 議 場  角川、高橋                 以上 2名出席               

                                                       合計 2名出席          

傍

聴 

理事でない執行

役員 5名 

議 場  井口、篠本、本間、雪、片岡         以上 5名出席 

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

事務局 議 場  宍倉、松本                 以上 2名出席                  

その他 議 場  上西(クラブライフ委)､白山(フェロー委)､村岡早苗(グリーン委)､ 

     中島（㈱コジロー代取） 

                       以上 4名出席 

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。 
 
議題 
理事会 
 １．委員会報告 

① 競技委員会（寺島委員長） 

・2/19 に実施したロストボール探検隊に関する報告がなされた。 

・3 月に実施する YOKOSO コンペ（フェローシップ委員会幹事）をハンディキャップ委員会とと

もに補佐する。 

② クラブライフ委員会（井上委員長） 

・5/20に開催予定の開場記念祭への準備についての進捗報告がなされた。 

・施設の改善、環境整備に関連して、ラウンジの奥の棚を整理する予定であることが報告された。本の分

別については、木内社長が確認することとなった。 

・YOKOSOコンペについては、7月開催分を担当する（withジュニア委員会）。 

 

 



③ グリーン委員会（村岡委員長） 

・2/5 に実施されヒラツカップについて、報告がなされた。 

・3/5 に開催予定の雛祭りコンペの準備状況につき報告がなされた。 

・コース管理責任者とのミーティングにつき報告がなされた。本格的な樹木の伐採については、

業者の変更に伴い、スケジュールが先に伸びることとなった。 

④ 広報委員会 

（報告事項無し） 

⑤ ジュニア委員会（橋本委員長） 

・2/5 に開催したジュニアレッスンにつき、その詳細な様子と今回の反省点に関する報告がなさ

れた。 

・今年度のファミリー大会について論議がなされた。3 月、7 月および 11 月の 3 回実施するこ

と、3 月はジュニア委員会が、11 月はグリーン委員会がそれぞれ担当すること、7 月については

ハンディキャップ・広報・競技の３委員会から 5 名程度を人選し、彼らを担当とすること、フェ

ローシップ委員会が YOKOSO コンペを主導しているのと同様に、ファミリー大会についてはジュ

ニア委員会が全体のスケジュール等を管理・主導すること、が確認された。 

⑥ ハンディキャップ委員会 

・3/25 に開催される YOKOSO コンペ（フェローシップ委員会が幹事）を競技委員会とともに補佐

する。 

⑦ フェローシップ委員会（小宮山委員長） 

・1/31 に開催された委員会の内容につき、議事録に基づいて報告がなされた。 

・YOKOSO コンペについて、担当する委員会以外のコンペ当日における役割に関する論議が有

り、「新メンバーに対し各委員会の説明をするため A4 で１枚程度の資料を用意しコンペに参加す

る」ことが確認された。ただし、コンペ参加者として新入会員よりゲストが多い場合には、勧誘

を目的に据えたプレゼンとすべき、との意見も出された。 
２． 新入会員紹介強化のお願い 

→取締役会の報告・協議事項である「坂最高顧問の提言」と併せて議論することとなった。 

 
取締役会   リモート参加を可能とし、リモート参加者も出席者として議決権を有する。 
議決事項 
（１） 株式譲渡承認について 
→ 普通株 1 株の譲渡が承認された。 
 
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１月 前年 前年比 内平日 前年比 内土日祝 前年比 
営業日数（日） 25 25 0 15 0 10 0 
来場者数合計（人） 2,061 2,038 +23 964 -72 1,097 +95 
内 M 1,324 1,349 ‐25 459 -63 865 +38 
 Ｇ 529 503 +26 298 -30 231 +56 
      Ｖ 74 65 +9 73 +8 1 +1 
      Ｎ 134 121 +13 134 13 0 0 
ゴルフ場売上高（万円） 1,712 1,608 +104 858 +3 854 +101 



・1 月の状況 
来場者数は 2,061 名で前年比 23 名増加した。（無料来場者は 14 名減少なので有料来場者は 37 名

増加）平日はメンバーとゲストの減少により 72 名減少したが、土日祝日はゲストとメンバーの増

加を主因に 95 名増加した。 
ゴルフ場売上は、1,712 万円で前年比 104 万円の増加。有料来場者は 37 名増加に拘わらず売上が

104 万増加と少し多目なのは、来場者がゲストを主体に土日に増加したことによる。 
この結果、期初 9 月から 1 月迄 5 か月累計では、来場者数が 13,425 名で前年同期間比 513 名減少

（有料来場者は 405 名減少）で、売上げは 12,072 万円で、同期間比 586 万円減少。 
 
・2 月 19 日迄の経過 （会議当日は前日までの経過を報告予定。）                            
来場者数は 1,188 名で、前年同日比 339 名の増加。平日は前年同人数だったが、土日祝日は前年

は雪によるクローズが 2 日有ったため、339 名増加した。（無料来場者が 60 名増加なので、有料

来場者は 279 名増加） 
この結果ゴルフ場売り上げは 935 万円で前年同日比 265 万円増加中。2 月中の見込みは、20 日以

降昨年に比べ日曜日が 1 日少ないので、前年比増加は楽観出来ない。 
 
（２）最近月の入退会状況について 
当期入会は 1 月が 2 口 3 名で、期初来合計では 10 口 13 名の入会が有った。 
2 月は 19 日現在で 1 口 1 名の入会が有った。 
親族会員の入会は、1 月末現在で期初来、親族会員が 1 名、ジュニア親族会員が 3 名入会。 

 
（３）連続休場日の作業実施の報告 

2 月 13 日から 17 日迄の連続休場日を利用して次のような作業を行った。 
 ・コース等野外については、15 番のバンカーの改造、その他バンカーの砂補充、カート道の邪魔

な木や竹の伐採、14 番カート道の修理、カート道のヤード表示棟の書き直し、駐車場の線の引

き直し、2 番から 9 番へのカート道路工事、その他コース管理の通常作業を実施。 
 ・建物や設備については、レストランとラウンジの冷蔵庫の整備や厨房床掃除および模様替えを

実施。 
 
（４）コースの状況について 
理事会のグリーン委員会報告に補足するものが有れば報告。→特に無し。 

  
（５）社員旅行実施の報告                      
過去毎年 1 回社員の旅行を行っていたが、最近 3 年間はコロナ対策で中止していた。コロナも収

まってきたので、本年は下記の通り実施する。 
実施日：3 月 6 日・7 日の 1 泊 2 日。 

 1 日目 マザー牧場・いちご狩り及び昼食、宿泊先 竜宮城（ホテル三日月）金田。 
     2 日目 ゴルフ組と観光組（ディズニーランド）に分かれる。一部仕事組も 
 
（６）電力料値上げについて 
 昨年秋から電力料金の値上げが問題となっているが、BWC のゴルフ場の電気代も昨年から徐々に

上がっているが、本年 6 月から大口需要家の契約期限更新により 2 割以上がる見込み。 



BWC の年間電気代推移は次の通り。 
36 期 10,101 千円、35 期 8,529 千円、34 期 9,741 千円、33 期 11,244 千円、32 期 11,262 千

円、31 期 10,474 千円で 10 年前の 26 期は、10,774 千円だった。34 期と 35 期の前年比減少は

34 期の途中からコロナでラウンジの営業時間を縮小したためで、36 期は営業を回復させたため

戻った。過去 10 年間節減を図ってきたが、概ね年 10 百万から 11 百万程度なので、2 割以上の

引き上げは相当大きい。今季もだが、特に来期は期初から値上がり後料金なので、消費電力の節

減が必要。 
 
（７）レストラン営業について 
  レストラン運営についてレストラン運営に関する委員会で検討してきたが、シェフが着任した

こともあり最新の状況について報告が有れば報告予定。 
 →片岡執行役員から、ランチボックスの販売に向けて準備を開始していること（その場にて、試

作品の試食会を実施した。）、フードクーポンについては、対象をネットとビジターに限定して販

売を開始する方向であること、トレーラーハウスを活用したテークアウトコーナーを設け、3 月中

旬から運用を開始する予定である旨が報告された。 
 
（８）メンバーに対する情報発信に LINE を活用する提案 
→新田見取締役から instagram、facebook に加えて、メンバーとのタイムリーな情報共有を可能

にするためにツールとして、LINE を活用してはどうか、との提案がなされた。所謂”LINE 
GROUP”とは異なり、会社からの連絡手段として活用するもの（従って発信は専らクラブの事

務局が行う。）であること、1 対１のトークも可能となるような機能を付加すること、が確認さ

れ、導入するとの方向が了承された。 
 

（９）施設有効利用とミュアヘッド・フィールズ、ミュアヘッド・ミュージアムに関して 
   いずれも特に報告事項が有れば報告→特に無し。 
 
（10）坂最高顧問の提言 
 →配布資料に基づき、メンバーによるメンバーの為のクラブ創り、とりわけ、新規会員紹介強化

の必要性について論議し、問題意識の共有化が図られた。 
 
（11）その他 
 →本間執行役員より、カートナビの導入に向けた動きについて説明が有り、レストランオーダー

システム機能も付加する予定であること、個人所有のカートにも積載・脱着が可能である旨が

報告された。現在業者から見積りを取り付けている段階であり、初期費用・ランニングコスト

込みで、年間約 120 万円程度となる見込みであることが報告された。 
 
→上記（１）から（11）について報告を受け、協議の結果了承した。 

以 上 


