




１

　立川市ゴルフ協会会報10号発行記念にあたり、
一言ご挨拶申し上げます。
　2011年度は未曾有の大災害｢東日本大震災｣に
より、経済活動、社会生活に極めて大きな影響があ
りました。福島第1原発など厄介な復旧問題もあり
ますが、3年を経過した今日も懸命の復旧、復興が
行われております。
　本会でも2011年度より、親睦ゴルフ大会にご参
加いただいた会員の皆様より義援金を頂き、日本ゴ
ルフ協会のグリーン・ティ・チャリティに協力させ
ていただきました。
　この活動は今後も継続していきたいと思います。
　本会は生涯スポーツとしてのゴルフの健全な普及
と発展に努め、マナーと技術の向上を図ると共に会
員の親睦を図り、市民の体力向上と人格の健全育成
に貢献することを目的とする団体であります。
　この目的に向かって、さまざまなゴルフ大会はも
とより各種教室あるいは他団体との交流や2016年

のオリンピックには正式種目となるゴルフのジュニ
ア育成やゴルフ愛好者の拡大に努めてゆきたいと思
います。
　今年は9月に軽井沢72ゴルフにおきまして世界
アマチュアチーム選手権が52年ぶりの日本開催と
なります。
　また、東日本大震災で大打撃を受けた宮城県の利
府ゴルフ倶楽部が震災後、復旧なったコースで日本
アマチュアゴルフ選手権が開催されます。
　当会と致しましても、当番市として11月25日に
多摩地区ゴルフ連盟役員親睦ゴルフ大会を狭山ゴル
フ・クラブで主管いたします。
　これからもゴルフ大会の開催やルール・マナー講
習会を開催し、会員の皆様のゴルフ全般の向上に務
めてまいります。
　会員の皆様におかれましては、平素より立川市ゴ
ルフ協会に対しご協力を賜り心より感謝申し上げま
す。

立川市ゴルフ協会会報10号発行に寄せて

立川市ゴルフ協会
会　長　豊　泉　幸　夫

主催：国際ゴルフ連盟（ＩＧＦ）
主管：公益財団法人日本ゴルフ協会
後援：文部科学省、外務省、観光庁、長野県、軽井沢町、
　　　関東ゴルフ連盟、長野県ゴルフ協会、
　　　その他新聞社11社

開催日：2014年9月3日（水）～ 6日（土）
　　　　　世界女子アマチュアゴルフチーム選手権
　　　　2014年9月10日（水）～ 13日（土）
　　　　　男子世界アマチュアゴルフチーム選手権

開催コース：軽井沢72ゴルフ・東　入山コース／押立コース
競技方法：2コースを使用し、各コース2日間の4日間　
　　　　　合計72ホールで争われる。
　　　　　各日ともチーム3名中2名のベストスコアを
　　　　　その日のチームのスコアとし、合計スコアで
　　　　　勝負を争う。

1957年に霞ヶ関カンツリー倶楽部にて開催されたカナ
ダカップの際、JGA副会長の野村駿吉氏が、USGA（全
米ゴルフ協会）との間でアマチュアの対抗戦開催を提案
しました。
こ の 提 案 がUSGAを 動 か し、R&Aを 賛 同 さ せ、 翌
1958年に世界35カ国がワシントンDCに集い、32カ
国によりWorld Amateur Golf Council(WAGC) 　
現(IGF)が設立され、同年10月「セント・アンドリュー
ス・オールドコース」での第1回大会が開催されました。
今年は第3回大会「川奈ゴルフコース　富士コース」開
催以来52年ぶりの開催となります。
　過去に、本選手権にはタイガー・ウッズ、フィル・ミ
ケルソン、女子ではヤニ・ツェン、ポーラ・クリーマー
をはじめとする現在トッププレーヤーとして活躍して
いる選手たちが祖国の誇りと名誉をかけて出場してい
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊泉幸夫

2014年世界アマチュアゴルフチーム選手権　日本開催
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「私のゴルフ履歴書」№2

泊　　美 津 枝
　　　　　　　　（立川市ゴルフ協会　レディース･ジュニア育成委員会委員長）

　履歴なんて言える程のものはない「おばさんゴル
ファー」の典型です。
　始めたのは52歳、フルタイム勤めていた仕事を
辞めるにあたり、夫の一言、「何もしないとフツー
のおばさんになっちゃうよ」。今なら「フツーのお
ばさんのどこが悪い」と開き直れるが、その頃は多
分、「フツー」＝「イケナイコト」と思い込みをし
ていたのかも知れない。
　そこで、ちょうどその頃、四十肩（？）でつらい
思いをしていた私は、リハビリを兼ねて、ゴルフを
しようと決心した。一人で好きな時に練習できる。
徒歩10分のところに大きな練習場もあるし。
　それからの10年は球打ち大好き人間。１日500
球を週に３〜４回。今考えると、なんであんなに打
てたんだろうと不思議。
　58歳の時、はじめて関東ゴルフ連盟の「女子ミッ
ド」「女子シニア」の競技に参加してみてびっくり
仰天。みんなうまい‼
　その後シニア競技にだけは参加を心がけてきた。
途中アキレス腱の切断や病気による中断もあった
が、大好きなゴルフを早く再開したい一心でリハビ

リもあまり苦痛には思わなかった。
　今、75歳になってチャレンジし続けていること
がある。ホームコースでの「グランドシニア選手権」。
70歳から出場資格のあるこの競技に、いつまで出
場できるか挑戦中である。
　すでに参加者の中でも最高齢に近い部類である
が、毎年その時期になると、一年間元気にけがもな
く、病気もせずゴルフを続けてこられたことに喜び
を感じる。
参加できること＝健康である。
　これがあと何年続けられるか楽しみでもある。こ
れからも、もうしばらくは飛距離にこだわり、スコ
アにこだわる、そんなゴルフを続けていきたいと
思っている。
　昨年６月、送られてきた立川市ゴルフ協会会報を
読みはじめ「ドッキリ‼」小林勝美さん、やって
くれますね。そうか、このコーナーは事前予約無し
で、誰にバトンタッチしようとお咎めなしと言うこ
とか。と言うことで次回は須﨑昭平さん、よろしく
お願いします。

■立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会
　開催日：平成 26 年７月２日（水）

　会　場：狭山ゴルフクラブ／ 25 組 100 名

■第10回東京都社会人ゴルフ選手権
　開催日：平成 26 年 9 月 10 日（水）

　会　場：GMG 八王子ゴルフ場

　　（全国都道府県対抗アマ選手権予選）

■第４回東京都女子社会人ゴルフ選手権
　開催日：平成 26 年 9 月 10 日（水）

　会　場：GMG 八王子ゴルフ場

■第10回東京都議会議長杯
　開催日：平成 26 年 10 月 23 日（木）
　会　場：武蔵野ゴルフクラブ
　　東京都シニアゴルフ選手権・東京都グランドシニア
　　選手権・東京都女子シニア選手権

平成26（2014）年度６月からの主な競技会日程
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I ♥ GOLF

　多くのアマチュアゴルファーは日頃の練習により
技術の上達を図り、所属しているゴルフクラブの月
例やボード競技や、また同好の志が集まったいわゆ
るプライベートコンペで好成績を残す事を密かに目
標にしていると思われます。出身大学や職業、さら
には住居周辺の町内会などで結成されたものなど、
多くのプライベートコンペがある中で、創立35年、
400回以上の長い歴史を持つおにぎり会についてご
紹介したいと思います。
　おにぎり会の発足は昭和54年、狭山ゴルフクラ
ブと武蔵野ゴルフクラブの立川医師会メンバーが
“月に一度位は一緒にプレーしよう” という事で始
まったと伝えられております。この事はおにぎり会
400回記念誌に、現会長である川野先生が記載して
ありますので間違いありません。
　第１回は昭和54年6月７日に昭和パブリックゴ
ルフコースで７名の参加で開催され、優勝は川野先
生であったとの記録があります。以来月一回木曜日
に開催され、場所は立川近郊のおにぎり会メンバー
が会員となっているゴルフ場が開催地に選ばれてい
ました。その後友人が会員のゴルフ場や、第９回か
ら時折参加して戴いている岡部プロ紹介のゴルフ場
も加わり、関東一円の超一流のコースで開催される
ようになりました。そのおかげで、大利根、東京ク
ラブ、相模、300クラブ、鷹の台、相模原などいわ
ゆる超名門コースでおにぎり会開催が実現しました。
　ちなみに昨年の開催コースは、１月より順に、霞ヶ
関、狭山、茨城、飯能、石坂、東京クラブ、小金井、
八王子、昭和の森（第400回記念のため第１回開
催コースで行った。ちなみに一昨年は相模原で開
催）、相模、武蔵、狭山で開催されており、ここ数
年一定しています。

　おにぎり会の名前の命名者は木村篤人先生です。
みんなで握るから “おにぎり会” と決まりました。
　今までの登録会員数は、66名（退会者14名、物
故者22名を含む）ですが、現在の参加者は大体24
名位で、６名位の病欠者を抱えています。かつては
1.5ラウンドのコンペでしたが、平均年齢の上昇に
伴いここ10年は１ラウンドのコンペとなっており
ます。
　おにぎり会が他のプライベートコンペと違う所は、
•開催されたコンペがすべて記録、保管してある事。
　プライベートコンペの成績はその場限りで、35
年も継続していれば過去の成績は行方不明な事が多
い中、おにぎり会では第400回記念文集を発行し
た際にすべての記録が第１回からすべて網羅されて、
川野先生が保管されていました。したがって、過
去にでたホールインワンの記録も明記されており、
Ｋ先生が第15回に狭山ゴルフクラブ南コース３番、
Ｔさんが第223回八王子カントリー倶楽部７番、M
さんが第260回武蔵カントリー倶楽部笹井コース
３番、岡部全佑プロが第300回飯能ゴルフクラブ
12番、Mさん（前出とは別人）が第331回青梅ゴ
ルフ倶楽部東コース8番、Ｙ先生が北海道おにぎり
会ゴルフ遠征旅行の際に小樽カントリー倶楽部12
番でそれぞれ達成されています。（個人情報のため
あえて匿名にさせて頂きました。）
•競技細則が明確に規定されている。
　ゴルフ自体の競技規則は、JGA、ローカルルール
を遵守して行われますが、参加者のハンディキャッ
プの決め方がプライベートコンペを長く、不公平感
なく続けるためには重要と考えます。おにぎり会で
は、かつては忘年会の席上その年度の成績一覧表を
前にして全員で議論の上、翌年度のハンディキャッ

ゴルフ愛好会シリーズ   No.1
　　立川市ゴルフ協会広報委員会
　　国家公務員共済組合連合会立川病院
　　　大　高　   均

「おにぎり会」
− 35 年間で 400 回を突破 ‼ −
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プを決めていましたが、現在は学問的に、会の運
営に支障が出ない程度の罰金が生じるようなハン
ディキャップ算出法を試行錯誤の上作成し用いて
おります。詳細はあえて記載しませんが、前年のス
コアから翌年分を算出して、前年度年間入賞した会
員はさらにその順位によってハンディキャップは
改良されて、年間優勝が続かないよう細工を施して
あります。毎月の成績を入力すれば各会員の獲得ポ
イント（後述）、順位がすぐに判明するソフトを開
発して用いています。
　毎月１位から３位までは賞品が贈呈されますが、
その上、各月の１位から10位までは、順位に従っ
てポイントが付与されます。さらに、出席点、ニア
ピン、ブービーにもポイント付与はおこなわれ、そ
の獲得ポイントの合計で年間順位が決定されます。
その結果、年間順位８位までは賞品（バカラのガラ
ス食器）がでる形になっています。
　このポイント制度も、かつては10月にはほぼ年
間優勝者が決まってしまうような形でしたが、優勝
者のポイントを多く設定する事により12月の会で
逆転する事も可能な形にしてあり、最期まで目が離
せません。
　ラウンド後の宴会費用は会費の中から運営費（一
律15000円、各月、年間の賞品代に充当）を差し
引き、各人のオーバー分（100円／ 1打）を罰金と
して徴収して優勝者が清算して払う形になってお
ります。かつては優勝者がいくらか負債を被ること
もありましたが、最近のゴルフ場の禁酒傾向、会費
値上げなどで、優勝者は名誉だけではなく、経済的
な特典も得られるようになりました。
　ニアピン賞は各ショートホールすべてにかけら
れており、各自が200円／ホールずつ、800円を
供出して、賞品にしております。
　かなり射幸心をあおるような規則ですが、会員は
それを目的に切磋琢磨する姿が見られゴルフの技
術向上だけでなく、日頃の運動不足を補うためのゴ
ルフに参加する動機にもなっていると思っていま
す。
•会員にゴルフに関する逸話を持つ人間が多い。
　400回も続くという事は各会員がゴルフ好きであ
る事に論をまちませんが、エージシュートを達成し
た会員、６回もホールインワンを達成した会員、あ

るゴルフ場で３年連続シニア選手権を奪取した会
員等は良い方の例ですが、バンカーで18回脱出に
要した会員、その話をしたらそばの会員が “25打
要したことがある” と訂正されました。また、某病
院の外科部長が自分の優勝に慶び、参加者全員にゴ
ルフ場のビールが無くなるまで振る舞ったなどと
いった逸話も残っています。
　酒についての逸話にはきりがありませんが、おに
ぎり会のあと立川に戻ってからの酒盛りを楽しみ
にしている会員も多く、そのときの話題はゴルフの
みで延々深夜まで続くようです。３年前の３月10
日、茨城ゴルフ倶楽部でのおにぎり会を終えて立川
の鉄板焼肉店で例の如く酒盛りをしました。翌日の
14時46分に東北大地震が襲来、一日ずれていれば
茨城から帰れず、翌日の診療は休まざるを得なかっ
たことを考え、背筋の冷たいものが走ったのは私だ
けではないと思います。

　開催された年月だけでいえば、立川病院の医局コ
ンペも毎年１回ですが、昭和54年から継続してお
り、会計報告が必要なことより事細かに成績が記載
されて保存されております。さらに立川医師会ゴル
フコンペは今年169回ですので、年に２〜３回し
か行われないことを考えますと50年以上継続され
ていることになると思います。
　しかし、おにぎり会の400余回の歴史は並大抵
なものではなく、各月の開催当番幹事がしっかりそ
の責任を果たしているから続いていると思います。
無論会長の人徳ももちろん大切でそのため人が集
まってくると思いますが、それ以上にゴルフという
スポーツが持つ魅力が人を集め、競い合う、肩のこ
らないプライベートコンペを可能にしているので
はないかと考えます。今後あと何年ゴルフができる
かと心配する年になってきました。今あるものを引
き継ぎ、将来に続けていく責任をこの駄文を書いて
ひしひしと感じました。“物事で大切な事は先ずは
じめる事、そしてやめずに続ける事だ” と医学部時
代に恩師に教えられました。仕事だけではなく、趣
味の世界でも通用する格言と思います。この拙分を
お読みになった方々が、今後も健康でゴルフされる
ことを祈ってやみません。
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1.　はじめに
　立川市ゴルフ協会会報・第８号（2012年）にお
いて、「日本におけるパブリックコースの父」と題
し、日本最古のパブリックコースである「雲仙ゴル
フ場」の建設に尽力した倉場富三郎の生涯について
紹介しました。
　雲仙で思い出すのは、雲仙普賢岳が1990（平成２）
年に198年ぶりの大噴火を起こし、翌年３月から
東側斜面で頻発した火砕流や土石流によって、島原
市と深江町の住民に多くの犠牲者が出ました。海抜
700ｍの山岳避暑地である雲仙温泉は普賢岳のすぐ
西側にありますが、溶岩ドームの位置や風向きが反
対だったのが幸いし、被害は少なくて済みました。
しかし、噴火後、数年間は訪れる観光客が激減した
そうです。
　今回は「日本におけるパブリックコースの父」の
続編として、雲仙ゴルフ場の歴史と変遷および、今
日の状況について紹介します。

2.　雲仙の歴史
　「雲仙」は長崎県の島原半島中央部に位置します
が、その名前が日本史に登場したのは古く、701（大
宝１）年に僧の行基が開基し、四面宮を合わせて祀
り、山号を温泉山（うんぜんさん）と号したことが
始まりといわれます。790（延暦９）年には弘法大
師が雲仙山に登山するなど、雲仙は信仰登山の宿場
町として開け、また、地元民の湯治場としても知ら
れてきました。
　江戸時代、長崎は我が国唯一の海外貿易港として
特異な発展を遂げ、多くの外国人が来日するととも
に日本を紹介する書物も多く書かれました。例え
ば、ケンペルは1690（元禄３）年に長崎を訪れ西
洋医術を伝えましたが、滞在中に著わした「日本史
話」はヨーロッパにも紹介され、その中に雲仙の名

前も記されています。しかし、江戸時代は外国人が
雲仙へ立ち入ることは禁止されていました。明治時
代になって漸く雲仙への立ち入りが許され、長崎在
住の外国人商人や宣教師らが足繁く雲仙を訪れるよ
うになりました。加えて1890（明治23）年に、外
紙、上海「ノースチャイナ・デーリーニュース」に
雲仙が紹介されると、上海、香港、南洋方面､ロシ
ア東海岸などからも多数の避暑客が訪れるようにな
り､一躍、国際的に有名になりました。
　1911（明治44）年に、外貨獲得のため雲仙に日
本初の県立公園を設置する計画が、当時の県知事で
あった犬塚勝太郎、内務部長秦豊助らによって進め
られました。これに前後して、雲仙に従来からある
温泉旅館は外国人用に洋風に改築したり純洋式ホテ
ルも建設され、ダンスホールや演芸場、ビリヤード、
麻雀などができる社交室、外字新聞を置く読書室な
ども設けられました。
　県立公園の開設後は乗馬コースや散策道の整備が
進められ、1913（大正２）年には県営のゴルフ場
とテニスコートも建設されて、温泉以外にスポー
ツ、登山、散策などが楽しめるよう、当時としては
画期的な総合リゾート地として整備が進められまし
た。そして、富三郎などによる宣伝活動が実を結び、
1934（昭和９）年に雲仙が日本初の国立公園に指
定されました。（雲仙国立公園 → 雲仙天草国立公
園）（参照：雲仙歴史年表）

日本最古パブリックコースの歴史
― 雲仙ゴルフ場の建設から今日まで ―

大 澤　 啓 蔵
（立川市ゴルフ協会　ハンディキャップ委員長）
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　経営が困難となったゴルフ場を立て直すため、
1922（大正11）年にトーマス･クック社の東洋総
支配人であるC･H･グリーン氏が雲仙を来訪した折
りに相談したところ、コースの改造と倶楽部の組織
化が提案されました。これを受けて、当時の赤星県
知事、倉場富三郎、三井物産長崎支店長の岡田省胤、
三菱長崎造船所の同好の士らが発起人となり、約
140名の会員を持つ「長崎ゴルフ倶楽部」が創立さ
れることになりました。これによって、経営危機は
回避されましたが、昭和時代に入り戦時体制の深ま
りとともに、1943（昭和18）年頃にはコースの一
部がイモ畑に開墾され、フェアウエーが飛行機の滑
走路として利用されることになりました。

4.　第二次大戦後の復活
　第二次世界大戦後の雲仙ゴルフ場は一時、米軍の
施設として接収されましたが1949（昭和24）年に
返還され、ゴルフ場として再出発を果たしました。
　ゴルフの復活を記念して1951（昭和26）年8月
には、「第1回雲仙国際ゴルフ大会」としてプロと
アマの部による競技会が開催され、第５回大会のプ
ロの部では中村寅吉プロが優勝しています。プロの

3.　ゴルフ場の建設
　ゴルフ場の造成計画は、山岳公園の権威で植物学
者の松村任三博士による実地踏査に基づき建設地が
定められました。また当時、ホーム･リンガー社重
役となり、長崎の社交界で中心的な存在であった倉
場富三郎の斡旋によって、長崎駐在の米国領事カー
ル･F･ダイクマン、上海銀行長崎支店長のC･W･メ
イ、ホーム･リンガー商会重役のP･J･バックラン
ドなども発起人に名前を連ねました。
　当時の日本には、神戸の「六甲コース」（1903）
と「横屋コース」（1904）、関東では｢横浜根岸コー
ス｣（1906）の3コースがありましたが、長崎には
コース造成の専門家はおろか、ゴルフを知る日本人
さえ稀でした。このため、ゴルフコースの設計は富
三郎が勤務するリンガー社のイギリス人、バックラ
ンドとウォーレスが担当し、1911年6月に着工し
ました。そして、２年の歳月をかけて1913年8月
14日に9ホールが完成し、名称を「雲仙ゴルフリ
ンクス」としてオープンしました。開場後1年間の
ゴルフ入場者は288名でしたが毎年減少の一途を
辿り、「大正8（1919）年はわずか16人に」とい
う記事が、長崎新聞に掲載された｢長崎県スポーツ
史｣（1987年4月10号）に記されています。これ
に関して、長崎県立図書館に保存されている当時の
入場者記録帳を見ると、夏季は雲仙を訪れる観光客
が多いため、ゴルフ場やテニスコートの入場者が多
いものの、11月中旬から4月後半までの寒冷期に
は極端に入場者が減少する状況が一目瞭然に分かり
ます。

　　　　　　　初期の雲仙ゴルフ場写真
（Brian Burke-Gaffney 著・平　美雪訳（2003）「グラバー家

の人々　花と霜」長崎文献社　より）

往時のプレー風景（上）
倉場富三郎写真帖より（長崎歴史文化博物館所蔵）

友人達と富三郎（下）（ベンチ着席、向かって左端）　
倉場富三郎写真帖より（長崎歴史文化博物館所蔵）
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部はこの第５回を最後に終了しましたが、アマの部
は1991（平成3）年大会を普賢岳の噴火により自
粛中止したものの、翌年から復活し継続しています。
　1956（昭和31）年には18ホールへの拡張に向
けて資金募集が開始され、1958（昭和33）年に３
ホールを拡張しました。1961（昭和36）年にも４
ホールが造られましたが災害により水没し、資金
的にも困難となって18ホール化を断念することに
なりました。1964（昭和39）年には、県がゴルフ
場の運営を地元の雲仙観光協会に委託するとともに、
ゴルフ場の活性化を目的に「雲仙ゴルフクラブ」が
創立され、事実上、会員制コースに移行することに
なりました。
　ゴルフ場用地はオープン前年の1912（明治45）
年に、県と地主間で99 ヶ年の地上権が設定され、
県営ゴルフ場として長年にわたり運営されて来ま
したが、2005（平成17）年10月に地主組合に返
還されることになりました。返還にあたり組合員に
よってゴルフ場を「存続させる」か「廃止するか」
について議論されましたが、「存続」の意見が僅か
に上回り、翌年４月に民営の「雲仙ゴルフ場株式会
社」にリニューアルし再出発することになりました。

5.　今日のコース状況
　コースは開場当時と同じ９ホールのままですが、
1997（平成9）年に２グリーン化が実施され、１
周目と２周目で別のグリーンを使用して18ホール
としています。1周目はレギュラー・ティから2,893
ヤード・パー 36であり、２周目はティー位置も若
干変えて2,996ヤード・パー 36とし、合計で5,889
ヤード・パー 72になっています。（パー 3が3ホー
ル、パー４が3ホール、パー 5が3ホール）。
　18ホール拡張用に造られた３ホールは、1967

（昭和42）年にショートコース（9H）へ造成替えし、
初心者や初級者にも気軽にゴルフが楽しめるよう施
設の拡充が図られています。また、1995（平成7）
年には、総工費約７億円を掛けて２階建ての新ハウ
ス（床面積2,056㎡）が建設されました。（参照：
写真4.）

6.　おわりに 
　日本のゴルフ萌芽期に造られたゴルフコースは、
閉鎖され消滅したコースも少なくありません。2番

目に造られた「横屋コース」はウイリアム・ジョン・
ロビンソンによって1904（明治37）年に造られま
したが、10年後の1914年に、借用地が買収され
たため止むなく閉鎖されました。同じく、1914年
に造られた4番目に古い「鳴尾コース」も、6年後
の1920（大正9）年にコースが閉鎖され「鳴尾ゴ
ルフアソシエーション」が解散しました。関東では
最古であり、日本でも3番目に古い「横浜根岸コー
ス」は1906（明治39）年に横浜根岸競馬場の中
央部に造られました。しかし、軍事色が強くなる
1943（昭和18）年に馬場が閉鎖されてクラブも解
散し、用地が旧帝国海軍に売却されたため、ゴルフ
コースが消失しました。
　日本最古のパブリックコースである雲仙ゴルフ場
も開場以来、慢性的な来場者不足に悩まされ続けま
した。閉鎖を回避するために会員制コースへ移行し
たり、県営コースから地元の地主組合に返還された
折りにも「閉鎖」か｢存続｣かについての議論がな
され、かろうじてゴルフ場存続が決定されたりと、
苦難の道を歩んできました。しかし、何度かの閉鎖
危機を乗り越え、雲仙ゴルフ場は2013（平成25）
年に開場100周年を迎えました。現在は、日本最
古の「神戸ゴルフ倶楽部」に次ぐ歴史を持ったゴル
フ場として営業を続けています。

7.　参考文献、資料
1) 摂津茂和（1977）「世界ゴルフ大観 日本篇」、ベース
ボール・マガジン社
2) 長崎新聞（1987）「長崎県スポーツ史〈249〉」（4月
10日号）、長崎県立図書館所蔵
3) 加藤忠清（1996）「雲仙ゴルフ場の経緯」、（2000）「雲
仙ゴルフ場と雲仙国際ゴルフ大会」、（2003）「雲仙ゴル
フ場史－創設と経緯－」、講演会資料
4) Brian Burke-Gaffney著、平　美雪訳（2003）「グラバー
家の人々　花と霜」、長崎文献社
5）写真「倉場富三郎写真帖」長崎歴史文化博物館所蔵

（2012年11月閲覧）

クラブハウス 2 階から眺める現コー
ス風景（2012 年 11 月、大澤撮影）
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TEL ０４２‐９７３‐０００５（代表）

TEL ０４２‐９７３‐６０６０（予約専用）

埼玉県飯能市久須美２９２

心おきなくプレーを楽しみたい時……
  眺望の良い丘陵地にゆったりとレイアウトされた18ホール

http://www.hanno-green.co.jp

コースに「行く」のではなく「通う」ということに

なります。コースからの帰りに高速道路で事故など

に遭うと、渋滞に巻き込まれ帰宅時間が遅くなるだ

けでなく、疲労も倍増です。

　まだまだ体力に自信のある若い方は別として、末

永くそのコースで倶楽部ライフを楽しみたいとお

考えの方には、二番目には『アクセス』を優先され

ることをおすすめしたいと思います。何ホールか気

に入らないところがあっても「あばたもえくぼ」と

いう言葉がありますように、同じコースの同じホー

ルでも、ビジターでの見方と会員になってからの見

方とでは違ってくるものなのです。

　ビジターで何度かプレーしていて、お仲間が既に

そのコースの会員などの場合は、ご予算との折り合

いが着くかどうかの問題ですが、ご予算が合わない

方やおひとりで初めてメンバーコースをとお考え

の方は、倶楽部には「通う」という考え方をすると

いうことを参考にして頂ければと思います。

　　　　　　　  　　（株式会社立川ゴルフ　代表）

会員になる
　　　　コースを選ぶ！

　　　　　　　　　　　広報委員　山 崎 龍 夫

　一般に会員になるコースを選ぶ時の要件として

は、『予算』『アクセス』『コースレイアウト』の三

点が主に挙げられています。

　この内のご予算は、ある程度決められていると思

いますので、まずその範囲内でのコースを候補に挙

げてみます。次にアクセスとコースレイアウトのど

ちらを優先するのかということになります。　　　

　　　　　　　　　

　初めて会員権を購入する方の多くは、フラットで

フェアウエイが広く、ＯＢになりにくいコースを

と、レイアウトを優先にお考えになる方が多いよう

です。その結果予算内でアクセスの良い場所にはな

かなか見つからず、遠方のコースになってしまいが

ちです。

　会員になるということはビジターとは違い、その



各　種　競　技　会　報　告

平成25年度 立川市民ゴルフ大会成績

　開催日：平成 25 年 11 月 20 日（水）
　会場：東京バーディクラブ／参加者数：74名（女性10名）

 男性グロスの部　　　　  OUT    IN     GROSS
　優　勝　須崎　昭平　　39　35　  74
　準優勝　伊藤　泰介　　36　38　  74
　第３位　井上　　太　　39　36　  75
　第４位　金丸　　智　　40　36　  76 
　第５位　森田　次郎　　40　38　  78

 女性グロスの部　　　　  OUT    IN     GROSS
　優　勝　石川　一江　　41　40　  81 
　準優勝　日高　純子　　45　41　  86
　第３位　小俣　明美　　43　44　  87 
　第４位　泊　美津枝　　46　43　  89
　第５位　浅山　啓子　　47　50　  97

 男女ハンディキャップの部（新ペリア方式）  
　　　　　　　　　　　　OUT    IN   GROSS   HCP.    NET 
　優　勝　磯部　弘志　　40　43　83　14.4　68.6
　準優勝　伊藤　泰介　　36　38　74　  4.8　69.2
　第３位　小嶋　伸一　　42　46　88　18.0　70.0
　第４位　鳴島　広之　　42　45　87　16.8　70.2
　第５位　三上　裕司　　44　46　90　19.2　70.8 

第67回 都民体育大会（区市町村対抗）
ゴルフ競技成績

男子
　開催日：平成 25 年 10 月 9 日（水）
　会　場：立川国際カントリークラブ
　　団体戦　16 位　合計 254 ストローク（上位 3 名合計）
　　　　　　出場選手：鶴澤　章（87）、平野　実（86）
　　　　　　　　　　　柳　秀煕（84）、井上　太（84）
女子
　開催日：平成 25 年 10 月 9 日（水）
　　　　会　場：立川国際カントリークラブ
　　団体戦　14 位　合計 270 ストローク（上位 3 名合計）
　　　　　　出場選手　泊　美津枝（89）、小俣明美（102）
　　　　　　　　　　　金原淑子（92）、石川一江 （89）

平成25年度 立川市ゴルフ協会
親睦ゴルフ大会成績

　開催日：平成 25 年 6 月 17 日（月）
　会場：狭山ゴルフクラブ／参加者数：84 名（女性 9 名）

男性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　井上　　太　　35　39 　74
　準優勝　須崎　昭平　　39　36 　75
　第３位　山下　　明　　38　38 　76 
　第４位　吉田　剛至　　39　39 　78 
　第５位　紅林　　太　　39　40 　79
　　　　　小林　勝美 40　39　 79

女性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　小俣　明美　　44　45 　89
　　　　　石川　一江　　42　47 　89
　第３位　金原　淑子　　43　47 　90 
　第４位　泊　美津枝　　46　46 　92 
　第５位　三浦　寿子　　49　46　 95

男女ハンディキャップの部（新ペリア方式）  
　　　　　　　　　　　　OUT    IN   GROSS   HCP.     NET
　優　勝　山下　　明　　38　38　76　  6.0　70.0
　準優勝　荒口　　仁　　41　46　87　10.8　70.2
　第３位　井上　　太　　35　39　74　  3.6　70.4
　第４位　野村　　豊　　42　40　82　10.8　71.2
　第５位　平野　　実　　39　42　81　  9.6　71.4

９

広報委員会から
　今回で立川市ゴルフ協会会報も10号を発行すること
が出来ました。これも偏に関係各位のご協力とご理解
があったからこそと感謝申し上げます。また、長年広
告掲載にご協力下さいました各社に深く御礼申し上げ
ます。
　当協会は、ゴルフを趣味とする方々の集まりであり、
会員に対する情報提供やご案内等が広報委員会の役目
となっておりますが、編集内容につきましては、一般
ゴルフ関係誌とは異なりながら、ルールや知識など、
身近な情報を提供して参りました。
　また、今回で２回目になります連載「私のゴルフ履
歴書」、今後連載予定の「I  LOVE  GOLF」など、会員
間の紙上交流の場としても考えております。是非皆様
の積極的な投稿をお待ちしております。
　今年から法人賛助会員を募集しました。10・11頁に
掲載の各社からご協賛を頂きました。厚く御礼申し上
げます。
　ゴルフは生涯スポーツであります。皆様がいつまで
も健康でゴルフを楽しめることを祈念し、次号に続け
たいと思います。　　　　　　　　　　　　　編集子



法 人 賛 助 会 員
会員の皆様からご協賛を頂きました。有難く感謝申し上げます。
これからもより良いゴルフライフのための情報提供に努めてまいります。

鶴 澤 章 税 理 士 事 務 所

税　理　士　鶴 澤 　 章

　　　　　　〒190-0022
　　　　　　立川市錦町２−３−８
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 5 −27 1 3
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 5 −29 1 3

西東京産業株式会社

代表取締役　榎 戸 岩 雄

　　　　　　〒190-0003
　　　　　　立川市栄町３−６
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 5−26 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 5−26 1 2

砂 川 建 設 株 式 会 社

代表取締役　安 藤 明 義

　　　　　　〒190-0031
　　　　　　立川市砂川町５−17−８
　　　　　　ＴＥＬ 042−53 4−01 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−53 7−22 1 1

株式会社高柳商店

代表取締役社長　髙 柳 良 浩

　　　　　　〒190-0012
　　　　　　立川市曙町２−３−２
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 2−82 5 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 4−34 4 0

株 式 会 社   三 　 昭

代表取締役　須 崎 昭 平

　　　　　　〒190-0002
　　　　　　立川市幸町２−46−３
　　　　　　ＴＥＬ 042−53 6−22 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−53 6−87 0 0

武 本 測 量 株 式 会 社

代表取締役　伊 佐 博 明

　　　　　　〒190-0023
　　　　　　立川市柴崎町５−17−２
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 4 −77 3 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 4 −77 4 0

立 川 カ シ ワ ゴ ル フ

代表取締役　豊 泉 幸 夫

　　　　　　〒190-0004
　　　　　　立川市柏町２−26
　　　　　　ＴＥＬ 042−53 5−32 2 3
　　　　　　ＦＡＸ 042−53 5−33 3 3

株式会社ほんだ石産

代表取締役　本 多 栄 一

　　　　　　〒198-0001
　　　　　　青梅市成木８−465−１
　　　　　　ＴＥＬ 0428−74 −45 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 0428−74 −45 1 7

10
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法 人 賛 助 会 員

パワーリンク株式会社立川オフィス

オフィス代表　磯 部 弘 志

　　　　　　〒190-0032
　　　　　　立川市上砂町5−31−4−701
　　　　　　ＴＥＬ 090−7416 −9353
　　　　　　ＦＡＸ 042−63 3 −04 8 5

清和興業株式会社

代表取締役　清 水 千 春

　　　　　　〒190-0001
　　　　　　立川市若葉町３−25−１
　　　　　　ＴＥＬ 042−53 8 −73 7 3
　　　　　　ＦＡＸ 042−53 8 −73 7 4

小林企画株式会社

代表取締役　小 林 勝 美

　　　　　　〒190-0022
　　　　　　立川市錦町１−４−20
　　　　　　ＴＥＬ 042−54 8 −75 0 0
　　　　　　ＦＡＸ 042−54 8 −75 0 1

新興和航空艤装株式会社

代表取締役　和 田 秀 雄

　　　　　　〒190-0011
　　　　　　立川市高松町１−100
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 5 −31 1 5
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 9 −08 9 6

株 式 会 社   平 野 製 作 所

代表取締役　平 野 　 実

　　　　　　〒190-0022
　　　　　　立川市錦町６−14−９
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 4 −03 3 8
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 8 −18 8 1

有 限 会 社 小 野 印 刷

代表取締役　小 野 　 優

　　　　　　〒190-0011
　　　　　　立川市高松町２−１−26
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 3 −08 3 6
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 3 −08 4 6

株 式 会 社 立 川 ゴ ル フ

代表取締役　山 崎 龍 夫

　　　　　　〒190-0023
　　　　　　立川市柴崎町３−９−11
　　　　　　ＴＥＬ 042−52 9 −26 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−52 8 −30 1 1

東京都ゴルフ連盟サービス
カードをご利用下さい。

立川市ゴルフ協会では、会員の皆様に「東京都
ゴルフ連盟サービスカード」をお送りしており
ます。このカードにより、提携ゴルフ場では会
員カード提示によりサービス料金でプレーが出
来ます。ぜひお気軽にご利用下さい。
ゴルフ場一覧や割引料金につきましては、東京
都ゴルフ連盟事務局（03-5366-0315）にお問い
合わせ頂くか、東京都ゴルフ連盟公式サイト
（http://www.tmga.info）でご確認下さい。
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第１条　（名　称）
　　　本会は、立川市ゴルフ協会（以下本会）という。 
第２条　（事務局）
　　本会の事務局は会長の指定する場所におく。
第３条　（目　的）
　　本会は、生涯スポーツとしてのゴルフの健全な普及と発展

に努め、マナーと技術の向上を図ると共に、会員相互の親
睦を図り、立川市民の体力向上と人格の健全育成に貢献す
ることを目的とする。

第４条　（組　織）
　　本会は、立川市在住在勤の者をもって組織する。ただし、

理事会の承認を得た者は、この限りでない。
第５条　（会　員）
　１．市内に在住在勤するゴルフ愛好者は、会員の推薦により

理事会の承認を得て、本会に入会することができる。  
　２．本会の会員は、本会の主催する公式競技に参加すること

ができる。
第６条　（事　業）
　　本会は目的達成のため次の事業を行う。
　　　①大会、教室等の実施  
　　　②他団体との交流及び協力　　
　　　③ゴルフ愛好者の拡大とジュニアの育成
　　　④ゴルフの啓蒙と普及発展に関する指導と研究
　　　⑤その他本会の目的を達成するために必要な事業
第７条　（役　員）
　　本会に次の役員を置く。
　　　　会　　長　　　１名
　　　　副 会 長　　　２名
　　　　理 事 長　　　１名
　　　　副理事長　　　２名
　　　　専務理事　　　１名
　　　　理　　事　　  25名以内
　　　　会　　計　　　２名
　　　　監　　事　　　２名
　　　　顧　　問　　  若干名
第８条　（役員の選出及び任期）
　１．役員は、理事総会において会員の中から選出する。
　２．役員の任期は就任後２回目の定時理事総会の終了の時ま

でとし、再任を妨げない。
　３．補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員役員の任

期もこれに準ずる。
第９条　（役員の任務）
　１．会長は、本会を代表し、会務を総理する。
　２．副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代

行する。
　３．理事長は本会の運営を統括して、理事会を召集し、会務

を執行する。
　４．理事長は理事会の決議に基づき、会務を遂行する。

立川市ゴルフ協会　規約

　５．副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の時はその職
務を代行する。

　６．専務理事は、理事長の命により、事務を処理する。
　７．理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
　８．会計は、本会の会計を処理する。
　９．監事は、事業及び会計を監査する。
　10．顧問は、理事会に出席し、本会の運営について意見を述

べることができる。
第10条　（会　議）
　１．本会の設置する会議は、理事総会、理事会、委員会、そ

の他会議とする。
　２．理事総会は第７条に定める役員並びに委員会委員で構成

し、毎年６月末までに会長が召集し、定時理事総会を開催
するものとする。

　３．理事会は第６条に定める事業を遂行するために、必要と
認められる事項を審議決定する事ができる。

　４．理事総会及び理事会は理事長が議長となり、議事は出席
者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の裁定で
決するものとする。

　５．理事会は事業年度終了後、事業報告並びに決算、及び事
業計画並びに予算案等の議案書を策定し、また、事業報告
並びに決算について、監事の監査を受けた後、定時理事総
会に提案し承認を受けるものとする。

　６．理事会は、前項の議案書等について承認を受けた後、す
みやかに会員に報告するものとする。

第11条　（会の経理）
　　会の経理は、会費、事業収益金、寄付金、その他収入をもっ

て会の運営費に充てる。
第12条　（会　費）
　　１．入会金　2,000円とし、入会時に払い込むものとする。
　　２．年会費　4,000円とし、所定の口座に振り込むものと

する。
　　３． 賛助会員の会費は１口１万円とし、会計年度内に納入

するものとする。
第13条　（会計年度）
　　本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わ

る。但し平成22年度については、４月１日より同年12月
31日までの９ケ月とする。

（雑　則）
第14条　（細　則）
　　本会規約施行に関する細則、並びに競技細則は、理事会の

議を経て別にこれを定める。
第15条　（規約の改廃等）
　　この規約を改廃しようとするときは、理事総会の決議を受

けなければならない。

付則　この規約は平成25年２月19日より実施する。

立川市ゴルフ協会　理事・役員・委員
会　　　長 豊泉　幸夫  
副　会　長 野口　正三 川野　辰夫  
理　事　長 須崎　昭平  
副 理 事 長 山口　貞夫 鶴澤　　章 平野　　実  
監　　　事 安藤　義治 大神田忠弘  
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ゴルフは生涯スポーツです

各種イベント・プロレッスン・ジュニアゴルファー育成

専 務 理 事 小林　勝美  
会　　　計 石垣　圭一 荒口　　仁
相　談　役 関　　孝和 草野　忠正 鈴木　榮一 村上　嘉幸 竹川　茂彦
総務委員会　　委員長 磯部　弘志　
　　　　　　副委員長　 浅見　英明 安藤　明義 鶴澤　　章 山口　貞夫
　　　　　　　　委員　 伊藤　泰介 柳　　秀熙 井上　　太 佐藤　寿宏 田中　　太 金丸　　智
 山下　　明 鈴木　　誠
競技委員会　　委員長　 平野　　実　
　　　　　　副委員長　 山本　勝敏 泊　美津枝 宮崎　秀治
　　　　　　　　委員　 青木　洋一 安藤　明義 伊藤　泰介 井上　　太 榎戸　岩雄 金丸　　智
 須﨑　八朗 矢島　金光 柳　　秀熙 山川　昌一 和田　秀雄 石川　一江
 前田真由美 小俣　明美 久田　　謙
広報委員会　　委員長 小野　　優 
　　　　　　副委員長 大澤　啓蔵 榎戸　岩雄 野村　勝久
　　　　　　　　委員　 安藤　明義 清水　千春 山崎　龍夫 鈴木　　誠 大高　　均 
規則委員会　　委員長 豊泉　幸夫
　　　　　　副委員長 須崎　昭平 泊　美津枝
　　　　　　　　委員　 伊藤　泰介 井上　　太 大澤　啓蔵 宮崎　秀治 柳　　秀熙
ハンディキャップ委員会 
　　　　　　　委員長 大澤　啓蔵 
　　　　　　副委員長 和田　秀雄 清水　千春
　　　　　　　　委員　 須﨑　八朗
レディース・ジュニア育成委員会
　　　　　　　委員長 泊　美津枝　　
　　　　　　副委員長 小俣　明美
　　　　　　　　委員 石川　一江 小林かおり 前田真由美
東京都ゴルフ連盟理事　 小林　勝美
立川市体育協会常任理事 鶴澤　　章     （敬称略）






