




村田　清子さん
①　４年
②　夫に勧められて
③　105　　④　90台
⑤　0.5ラウンド　／１回
⑥　？　　⑦　？
⑧　ボールのある所までは急いで行き、プレーは余

裕を持ってするようにしています。

泊　　美津枝さん　
①　15年　　②　？
③　88　　　④　85
⑤　７ラウンド　／７〜８回
⑥　セントアンドリュース　オールドコース
　　もう一度まわりたい。
⑦　？
⑧　「和」、「楽しく」かな。

村上　嘉幸さん（80歳）
①　45年　　②　？
③　119　　④　108
⑤　１ラウンド　／１回
⑥　モナコG.C.　　⑦　？
⑧　マナー

村田　光男さん（56歳）
①　20年
②　父の戦友のお誘いでした。
③　89　　④　79
⑤　0.5ラウンド　／１回
⑥　オホーツクC.C.　妻と最初に回ったコースで

す。
⑦　３回連続池ポチャした飯能グリーン。
⑧　基本に忠実であることです。

木村　篤人さん（70歳）
①　30年
②　上司より中古のパーシモンを無理やり買わされ

たので。
③　105　　④　95
⑤　0.5ラウンド　／２回
⑥　河口湖C.C.　林間の赤松の中で富士山に向かっ

て打つ。グリーンが難しい。
⑦　昭和58年　武蔵野G.C.　理事長杯　最終日
⑧　ルールを守ること。スロープレーにならない様

にすること。

Ｙ・Ａさん（70歳）
①　40年　　②　？
③　83〜85　　④
⑤　６ラウンド　／４〜６回
⑥　万木城C.C.（ホール・イン・ワンをしたので）
⑦　？
⑧　楽しむこと。ルール、マナーの心掛け。

鈴木　千枝子さん
①　17年　　②　？
③　85　　④　80（赤）　84（白）
⑤　６ラウンド　／ 10回
⑥　鳴沢ゴルフ場（とにかくきれい！　食事が美味

しい。）

2008 年 2 月 26 日開催の立川市ゴルフ協会会員研修会の会場で、自己紹介を兼ねたアン
ケートを実施しました。ゴルフへの思い入れなどが垣間見られ、思わずニヤリとする
ような回答もありました。アンケートの一部をご紹介します。

３

ゴルフ人生

あ･れ ･こ･れ 〈自己紹介編〉

質問内容
①ゴルフ歴　②ゴルフを始めたきっかけ
③最近の平均スコア　④目標スコア　⑤１ヵ月のラウ
ンド数と練習回数　⑥最も記憶に残るコース　
⑦最も記憶に残るラウンド・プレー
⑧ゴルフ・ライフで重視していること

（掲載順不同・敬称略）



⑦　３日間　81ホール　さすがに疲れました。
⑧　楽しく、自分に厳しく。

上條　健一さん（69歳）
①　15年
②　仕事上の付き合いから。（接待したり、された

り）
③　100　　④　90を切る
⑤　2.5ラウンド　／４〜５回
⑥　？
⑦　小学・中学・高校と一緒だった幼馴染みが、ガ

ンで高校のゴルフコンペに欠席。前日の電話で
「オレはもうダメだ」と聞き、①ボクが優勝②
でなければ80台…で「彼は治る」と願を掛け、
89で優勝したこと。

⑧　何とかエイジ・シュートを達成したい。

関　　孝和さん（81歳）
①　40年
②　ゴルフが好きだから。
③　95　　④　90
⑤　３〜４ラウンド　／１〜２回
⑥　？　　⑦？　　⑧　？

寺島　昭一さん（66歳）
①　40年　　②　？
③　92　　④　80
⑤　３ラウンド　／８回
⑥　ハワイ　マウイ島のゴルフ場（コース名？）
　　太平洋に向かってショットする豪快さ。
⑦　ショートホールでOB連続３回したこと。イン

コース全てシャンクが出たこと。
⑧　楽しくラウンドしてスコアを縮めること。

小林　勝美さん（45歳）
①　35年　　②　？
③　　　　　 ④　72
⑤　４ラウンド　／ 10回
⑥　？　　⑦　？
⑧　競技としてのゴルフを続けていたい。

小川　昌一さん（63歳）
①　20年
②　健康と自己をみつめ直す。（自己研鑽）
③　84　　④　88
⑤　４〜５ラウンド　／６回

⑥　武蔵C.C.
⑦　あと２㎝でホール・イン・ワン
⑧　常にベストでいたい。（身体）

竹川　茂彦さん（77歳）
①　40年
②　スキーより面白いと誘われて。
③　108　　④　80台
⑤　怪我で５ヶ月間休業中　／３〜４回
⑥　狭山G.C.（81で終了した事あり）　約20年前
⑦　カリフォルニアでのプレー（ペブルビーチ他）
⑧　エチケット

豊泉　憲治さん（54歳）
①　35年　　②　？
③　85　　　④　79　
⑤　４ラウンド　／ 20回
⑥　太平洋C.　御殿場コース
⑦　？　　⑧　？

小林　永義さん（66歳）　
①　40年
②　ゴルフ教え魔に練習場に連れて行かれた。
③　90　　④　85
⑤　５ラウンド　／２回
⑥　セントアンド・ルーズ　オールドコース
　　ゴルフ発祥の地（聖地）
⑦　セルフで2.5ラウンドプレーしたこと。
⑧　エチケット

鶴澤　　幸さん（56歳）
①　34年
②　止まっている球を打つことは易しいとの考えか

ら。しかし、難しいです。
③　84　　④　平均で82
⑤　４ラウンド　／８回
⑥　函館大沼プリンスG.C.　
　　ホール・イン・ワンの球が見えたこと。カップ・

インの音、カップが見えたこと。
⑦　越生G.C.で１オーバーパー、73のラウンド。
⑧　人と人とのおつきあい。マナーも含む。一日楽

しくプレーしたいこと。

須崎　昭平さん（66歳）
①　40年
②　義兄からのすすめ。

４



③　80　　④　78
⑤　８ラウンド　／０回
⑥　マンギラオG.C.（グアム）です。12番ホール

ではないかと思いますが、海越え155Yのホー
ル。

⑦　飯能グリーンC.C.の2005年クラブ選手権です。
　　予選ラウンド16位でしたが、優勝する事がで

きました。
⑧　同伴競技者と一日楽しくプレーすること。

安藤　明義さん（63歳）
①　20年
②　社内コンペの開催から。
③　97　　④　80台
⑤　３ラウンド　／１回
⑥　朝霧ジャンボリー G.C.
⑦　？
⑧　体調の良い健康状態でプレーすること。

山口　貞夫さん（63歳）

①　30年
②　友人に誘われて。
③　90　　④　85
⑤　４ラウンド　／０回

⑥　太平洋クラブ　益子コース（難易度あり、距離
も長く、景観もすばらしい林間コース）

⑦　気の合った、技量も同じ位の仲間と、心地よく
楽しくプレー出来たとき。

⑧日頃のストレス解消のためと健康管理のためとい
うコンセプトを重要視しています。

榎戸　岩雄さん（64歳）

①　20年
②　友人に勧められて
③　99　　④89
⑤　４ラウンド　／６回

⑥　？
⑦　バンカーから11打で脱出した事。
⑧　健康で一日でも長くプレー出来ることを心掛け

ている。

柳　　秀煕さん（41歳）

①　20年　　②　？　　
③　80　　　④75
⑤　４ラウンド　／８回
⑥　東京クラブ（雰囲気が素晴らしい。各ホールの

レイアウトがそれぞれ違う。）
⑦　クラブ対抗（東京予選）で、メダリストをとっ

た時。
⑧　人との関わり合いを大事にしています。

浅見　英明（64歳）

①　35年
②　友達とカケをして負けた。
③　92　　④　90以下
⑤　４ラウンド　／６回
⑥　フェニックス　（松の木で苦労した。）
⑦　狭山で初めて72のパープレーで回った事。そ

の後ナシ。
⑧　元気にラウンドできること。

豊泉　幸夫さん（56歳）

①　38年
②　何となくゴルフに興味があり、大学入学を切っ

掛けに友人を作るためゴルフ部に入部。
③　82　　④72
⑤　４ラウンド　／ 10回
⑥　ペブルビーチG.L.　あこがれのコース
⑦　初ラウンド（富士チサン）、初ホール・イン・

ワン（富士平原）
⑧　人に思いやり、自分に厳しく、プレーファスト

野口　正三さん（73歳）

①　40年
②　学生時代の遊びで。
③　90　　④　80台
⑤　４ラウンド　／４回
⑥　飯能　最高のコンディションのグリーンだっ

た。
⑦　立川国際の倶楽部対抗練習日、ハーフ29が出

たこと。
⑧　イップスを治して、人並みなアプローチに戻り

たいこと。

５



ゴルフ歴は？

10年〜20年
　29％

30年〜40年
　55％

１ヶ月のラウンド数は？

１ヶ月の練習回数は？

６

　アンケート結果から

■以上のような自己紹介を兼ねたアンケートをとり、まとめ

た結果をご紹介します。

　　さすがにゴルフ協会の催しに参加する方々の、ゴルフに

対する姿勢や熱意が高く、感心させられる結果が見られま

す。

■参加者の最年少は41歳、最高齢は81歳、平均年齢は63.4

歳でした。（男性のみ）

■集計では、平均してスコアの良い方は練習も良くする当た

り前の結果が見られました。中には週２回ペースでラウン

ドし、練習場には全く行かない方も居ましたが、例外でしょ

う。

■その他のデータとして

　最近の平均スコア（23名）平均は88.74ストローク

　目標の平均スコア（22名）平均は85.22ストロークですが、

スコアが100前後の人は10ストローク以上のアップを希

望しますが、90以下の方は５ストロークアップを目標に

しています。

■ちなみに、男性のドライバーの平均飛距離は

　209.3ｙ、女性は177ｙでした。

　皆さんの共通した意見は、「楽しいゴルフ」でした。

10年未満　4％

20年〜30年
　　8％

40年以上
　4％

0.5〜1回
　17.4％

2〜3回
　13.0％

4〜5回
　52.2％

6〜7回
　13％

8回以上　4.3％

0回
　8.7％

1〜4回
　39.1％

5〜10回
　34.8％

11〜20回
　13％

20回以上
　4.4％



　そもそも、ご寄付を頂く切っ掛けとなったことは、

2007年11月に２回目のホール・イン・ワンを達

成されたことです。

　場所は、茨城県にある太平洋クラブ＆アソシエイ

ツ美野里コース　８番ホールでした。

　氏は、ＫＧＡの役員をされており、その日も同コー

スのコースレート査定のためにプレーしていたとき

のことでした。ゴルフ保険が適用されましたので、

その一部を前述のようなお考えから当協会にご寄付

下さいました。

　かつて、野口正三副会長からスナッグ・ゴルフの

セットを寄付して頂き、今も子どもたちへの普及・

教育に使わせて頂いておりますが、それも野口副会

長が何回目かのホール・イン・ワンをされた記念と

してのものでした。

　小林氏は現在45歳ですが、ゴルフ歴は35年との

ことです。ジュニア時代から活躍されていますが、

『立川で生まれ育った恩返しのつもりで…』と言わ

れました。

　氏は、スナッグ・ゴルフを通してジュニア育成の

ため活動を続けていらっしゃいますが、アマチュア

競技の選手としても現役活躍中で、関東アマ、日本

アマにも出場しています。

　また、立川国際や武蔵G.C.のクラブチャンピオン

に何度も輝いている歴戦の強者です。

　2006年の第60回都民大会で立川市男子は３位

入賞をしましたが、その時の選手メンバーでもあり

ます。同大会の女子の部は立川市が優勝しましたが、

小林氏の奥様も選手メンバーの一人でした。ご夫婦

でゴルフが趣味というご家庭です。（この関係記事

は第３号で紹介しています。）

　ベストスコア67、常にパープレーを目指してプ

レーする小林氏の益々のご活躍をお祈りすると共

に、頂戴した資金を有効に活用させていただきます。

改めて心からお礼申し上げます。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（取材・文責：広報委員会）

７

ガンバレ立川
ジュニア！

ジュニア育成と
ゴルフ協会の活動支援に
小林勝美氏が資金を寄付

この度、小林勝美氏より立川市ゴルフ協会に多額のご寄付を頂戴致しました。
立川市内で活躍するジュニアの育成や、生涯スポーツとしてのゴルフ普及推進に役立てて欲しいな
どのお話を伺いました。

■■■■ スナッグ・ゴルフ講習会について ■■■■

　スポーツとしてのゴルフを通し、青少年育成を目的とした活動を、立川市ゴルフ協会では毎年実施してい

ます（内容は会報１〜３号に掲載）。マナー・協調性・忍耐力・人に対する思いやり等を学んでいます。

　昨年は、講習日が雨天のため中止となり、その後のスケジュールを確保することが出来ず、大変残念です

が実施を見送りました。今年は再び実施し、地域社会への貢献をしていきたいと考えております。会員皆様

のご理解とご支援をお願い申し上げます。



①「立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会 」
　　　平成 20 年６月 26 日 ( 木 )　　立川国際カントリー倶楽部

②「第 62 回東京都民体育大会ゴルフ競技会」
　　　平成 20 年８月 18 日　　　　立川国際カントリー倶楽部

③「立川市民ゴルフ大会」
　　　平成 20 年 11 月６日 ( 木 )　     東京バーディーゴルフクラブ

８

★立川市ゴルフ協会会員募集中！
　仲間を誘って楽しいプレーをしませんか？　お申し込み・お問い合わせは事務局まで

　本年度の会員研修会は平成20年２月23日（土）

に、立川女性総合センター・アイム５階・第３会議

室において開催されました。当日はゴルフ協会の役

員も含め25名の参加者がありました。今回の研修

会テーマは４年ぶりに大きく改正された「2008年

ゴルフ・ルール」について周知徹底を図るための

ものです。研修会は関和孝会長、竹川茂彦理事長

の挨拶に続き、野口正三副会長からゴルフ・マナー

全般についての講義があり、ゴルファーとして最

も大切な事がマナーであるとのお話しがありまし

た。引き続いて日本ゴルフ協会（JGA）の競技員で

もある豊泉幸夫専務理事から今回のルール改正点

について、具体例を挙げながら分かりやすく解説が

なされました。講義後には参加者から今回の改正点

に留まらずゴルフ規則全般についての質問があり、

活発な質疑応答が行われました。（改正点は、本誌

９ページに記載）

　約２時間にわたって行われた研修会は村上嘉幸

監事の閉会挨拶で修了しました。閉会後、場所を移

して行われた懇親会にも20名近くの参加者があり、

歓談の合間に新ルールについての質問や誤解しや

すいルールについての確認が活発に行われ、和やか

な雰囲気の中にも熱心なルール研修が行われまし

た。

会員研修会報告

広報委員会委員長

　　大　澤　啓　藏

懇親会風景



ゴルフ規則2008年版　主な変更点（ストロークプレー）

９

08 年規則

競技失格
2 打罰 

（最高4打）

2 打罰

無　罰

1 打罰

1 打罰

重課されず
2 打罰

重課されず
2 打罰

無　罰

ドロップ
した時点
で、初球
は紛失球

無　罰

無　罰

旧規則

競技失格

競技失格

無　罰

2打罰

2打罰

2打罰

重課され
3打罰

重課され
4打罰

2打罰

ドロップし
ても5分以
内に見つか
れば初球は
インプレー
距離情報は
アドバイス
で2打罰

2打罰

2008年1月1日より、規則が変更になりました。特に必要と思われる点をお知らせいたします。詳しく
は2008年度版ゴルフ規則書をご覧下さい。
　今回の主要な変更点は広義の２つに分類されます。
　　⑴規則の明確性を向上させること。
　　⑵ある特定の状況下での打罰を軽減し、罪のバランスがとれるようにすること。

▲

クラブの形状と構造（規則 4-1）

・高反発ヘッドのドライバーはどのような競技にも使用できません。
・不適合クラブ（上記ドライバーを含む）を使用すると競技失格。
・使用しないで持ち運ぶだけでも各ホールに対して２打の罰（最高４打の罰）。この場合

「不使用宣言」が必要。

▲

球の確認（規則 12-2）　誤球（規則 15-3）

・これからはコース上のどこであっても確認のために球を拾い上げることが認められる。
・これからはハザード内の誤球に対しても（コース上のどこであっても）罰を受ける。
・確認のため拾い上げの過程でバンカー内のライが変えられた場合、そのライを再現しなけ

ればならない。

▲

パットの線を跨いだり踏んで立つ（規則 16-1e）

・不注意によるものや、他のプレーヤーのパットの線を踏まないようにするためであった場
合には罰はないという例外が加えられた。

・当初、意図したのはクロケットスタイルのパッティングを防ぐための制限的な規則。

▲

プレーヤーやパートナー、またはキャディや携帯品により動いている球が方向
を変えられたり止められた場合（規則 19-2）

・特にプレーヤーが思いがけない球との接触により利益を得ることは極めてまれであるの
で、必要以上に重い罰であったのが、２打の罰を１打の罰に軽減した。

▲

プレースとリプレース（規則 20-3）

・プレースやリプレースできる人を次のように限定しています。
　①プレーヤー（パートナー）
　②その球を拾い上げたり動かした人・上記以外の人がリプレースして訂正せずにストローク

を行った場合、２打の罰でしたが、１打の罰に軽減されました。（プレースした場合も１打
の罰に軽減）

▲
その他罰の軽減・・・罰の重課の回避

・インプレーの球を動かして（１罰打）リプレースするときに他の球に取り替えると（２罰
打）で合計３罰打→２打の罰

・間違って球を取り替え（2罰打）さらに誤所からプレー（2罰打）すると合計４罰打→２打の罰

▲

球が動いている間に旗竿を取り除いても、違反とはならなくなりました。（規則 24-1）

・プレーヤーＡがパットしたところ、Ｂが取り除いて置いてあった旗竿に球が当たりそうに
なったので、Ｃがその旗竿を取り除きました。（誰にも罰はない）

▲

紛失球などの場合
・適用できる規則に基づいて別の球をインプレー（ティショットまたはドロップ）した時点

で（たとえ初めの球が５分以内に見つかっても）初めの球は紛失球となる。

▲

距離に関する情報交換
・距離に関する情報交換は「アドバイス」ではない。

▲

バンカー内で次のストロークに対してライの改善等の違反がなければ砂をなら
すことができるように改定（規則 13-4　例外 2）

・Ａ地点からプレーしたが、球はそのバンカーから出ずにＢ地点に止まった。プレーヤー
はＡ地点の砂をならしましたが、Ｂ地点の球のライ改善等はありませんでした。その後プ
レーヤーはＢ地点からプレーしましたが、またバンカーから球を出すことが出来ず、球は
Ａ地点をならしたところに戻ってしまいました。この場合、罰はありません。
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　日本では数年前からジュニア出身選手の活躍がめ

ざましく、宮里藍、横峯さくら、上田桃子など次々

に若手選手が活躍し女子プロ・ツアーは活性化して

います。男子では'07年５月に高１の石川遼がプロ・

ツアー初出場で初優勝を飾って一躍大人気となりま

した。これらジュニア出身者の活躍に刺激されて本

格的にゴルフを始める小・中学生も目立つようにな

り、親に連れられて練習場に通う姿を良く見かけま

す。

　ところで筆者は、「ゴルフの故郷」といわれるス

コットランドのゴルフ事情を研究するため'04年に

３回目の現地調査を行いました。また、スコットラ

ンド各地区のゴルフ連盟やゴルフクラブのWebサ

イトにアクセスし、ジュニア・ゴルフの実態につい

ても調査しました。本稿ではスコットランドにおけ

るジュニア・ゴルフの実態からプレー料金、ジュニ

ア会員、地域の活動について簡単に紹介します。

　①プレー料金
　日本でも有名な「セント・アンドルーズ」にはオー

ルド、ニュー、ジュビリーなど６コースがあります。

オールド・コースでは年齢別のプレー料金はありま

せんが他５コースでは16歳未満は成人の半額であ

り、地元地域に住む子供はオールド・コース以外は

無料です。'07年全英オープン選手権の会場となっ

た「カーヌスティー」のリンクスにはチャンピョン

シップ、バーンサイド、バドン・リンクスの３コー

スありますが、各コースの１ラウンド料金はジュニ

ア（14 ～ 18歳未満）が成人の半額、年少者（14

歳未満）は３割以下と非常に廉価です。この２例以

外にも、多くのプライベート・コースにおいて、ジュ

ニアのシーズン券や平日料金は成人の３～６割程度

であり、スコットランド全地域でジュニアを優遇し

た料金制度が確立しています。

　②ジュニア会員
　首都エディンバラの保養地として人気の高い町

ノース・ベリックの東リンクスには「グレン・ゴル

フクラブ」があり、正、平日、カントリー会員など

成人会員以外にジュニア会員の区分があって、８～

17歳のジュニア会員が約100名います。ジュニア

の年会費は年齢別に76 ～ 114ポンドで正会員（380

ポンド）に比べて非常に安く設定されています。ジュ

ニア会員になるメリットは競技会への参加資格やナ

ショナル・ハンディキャップの取得、プロによる無

料レッスンの受講など多数あります。スコットラン

ドでは地域に根ざしたゴルフクラブの多くにジュニ

ア会員がおり、成人会員から選任されたジュニア招

集者（Junior Convenor）が中心となって対外競技

の監督・サポート、練習会の開催などジュニアの指

導・育成が組織的に行われています。

　③地域の活動
　エディンバラに近い東ロージアン地区には「イー

ストロージアン・ジュニア・ゴルフリーグ」があ

り、12クラブのジュニア・チームが参加していま

す。リーグは各クラブ代表６選手によってホーム＆

アウェーの総当たり戦が行われます。競技方式は１

対１のマッチ・プレーでスクラッチ戦とハンディ

キャップ戦が３試合ずつ行われます。また、パース

＆キンロス郡のゴルフ連盟でも「ジュニア・スクラッ

チ・リーグ」があり、各チーム総当たり戦で代表５

選手によるスクラッチのマッチ・プレーが行われま

す。このような各ジュニア・リーグでは詳細なルー

ルが決められており、補欠選手の規定、厳正なハン

ディキャップ規定、アドバイスの禁止、ホーム・チー

ムの義務とビジター・チームの服装や行儀など、公

正な試合への配慮やエチケット教育の重視が窺われ

ます。サウス・エアシャーでは地区ゴルフ連盟が主

催するジュニア競技会として「プレ・ハンディキャッ

プ・オープン」と「トルーン・ジュニア・ゴルフオー

プン」が毎年開かれます。「プレ・ハンディキャップ・

オープン」は８～ 18歳未満で公式ハンディキャッ

スコットランドにおける
ジュニア･ゴルフの実態

立川ゴルフ協会理事

大 　 澤 　 啓 　 蔵
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  平成19年度 立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会報告

開催日：平成19年６月21日（木）／会場：東京バーディークラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数：77名（女性９名）

各　種　競　技　会　報　告

     男性グロスの部
　　　　　　　　　　　    OUT    IN 　  GROSS
優　勝　金　子　　　博      38    37        75
準優勝　須　崎　昭　平      36    39        75
第３位　安　藤　義　治      39    37        76 
第４位　友　野　弘　章      39    38        77 
第５位　鶴　澤　　　章      41    38        79

     女性グロスの部
　　　　　　　　　　　      南     東 　  GROSS
優　勝　鈴　木　千枝子      42    40        82
準優勝　前　田　真由美      40    42        82
第３位　小　俣　明　美      39    45        84
第４位　泊　　　美津枝      40    45        85 
第５位　三　浦　寿　子      47    48        95

男女ハンディキャップの部（ダブルペリア方式）  
　　　　　　　　　　      OUT　  IN　GROSS　   HCP.     NET 
優　勝　村 野 　 安 成　　41　46　87　16.8　70.2  
準優勝　野 村 　 　 豊　　39　41　80　  9.6　70.4
第３位　山 本 　 勝 敏　　41　43　84　13.2　70.8 
第４位　長 井 　 　 守　　42　41　83　12.0　71.0 
第５位　小 田 　 泰 道　　42　40　82　10.8　71.2

プを持たない中級レベル以下のジュニアが参加す

る大会で、技術レベルに配慮した特別ルールを設け

ています。「トルーン・ジュニア・オープン」はハ

ンディキャップ12以下の上級レベル選手による大

会であり、イギリス各地ほかオーストラリア、カナ

ダ、アメリカなどからも参加します。このような

ジュニア・リーグや地区オープン大会、ジュニア選

手権はスコットランド全土で1970年代から始まっ

ています。そして、競技会や各クラブを統括する地

区ゴルフ連盟では「チャイルド・プロテクション・

ポリシー」というジュニアを保護・育成するための

基本方針を示しています。具体的な内容は、親の同

意書と健康診断書の必要性、指導者の品行に関する

注意事項、ジュニア送迎時の注意事項、代表選手の

服装やプレー態度に関する行動規範、いじめの禁

止、不正行為の禁止など詳細にわたっています。

　以上のように、スコットランドでは子供のプレー

料金が安いため、ゴルフに接する機会が多く気軽に

楽しめます。また、本格的に取り組むジュニアはク

ラブ会員になることで、技術指導が受けられたりク

ラブ内競技に参加できるなど様々なメリットがあ

ります。さらに、ジュニア・リーグの代表や地区オー

プン大会など対外競技に出場する機会も多数あり、

技術レベルに応じて全国規模の大会まで設定され

ています。しかし、単に一部のエリート選手を養成

するためでなく、練習や試合など様々なゴルフ体験

をさせる中で、自己訓練・協力・責任感・尊敬といっ

た人格形成や社会性を育成するために、地区ゴルフ

連盟から各クラブに至るまで組織的・有機的な指導

が行われている事が分かります。

表彰を受けた方々
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男性グロスの部
　　　　　　　　　　　　OUT    IN    GROSS
優　勝　柳　　　秀　煕　40　  35　  75 
準優勝　和　田　秀　雄　38　  39　  77
第３位　堺　　　喜代司　39　  39　  78 
第４位　須　崎　昭　平　38　  40　  78 
第５位　大　澤　啓　藏　41　  38　  79

女性グロスの部
　　　　　　　　　　　　OUT    IN    GROSS
優　勝　泊　　　美津枝　42　  41　  83
準優勝　浅　田　トヨ子　45　  43　  88
第３位　鈴　木　千枝子　41　  47　  88 
第４位　河　合　あゆみ　51　  55　106 
第５位　鎌　地　ナヨ子　60　  64　124

第 61 回立川市民体育大会　立川市民ゴルフ大会成績

開催日：平成 1 ９年 11 月１日（木）／会場：武蔵野ゴルフクラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数：56 名（女性 5 名）

男女ハンディキャップの部（ダブルペリア方式）  
　　　　　　　　　　      OUT　  IN　GROSS　   HCP.      NET 
優　勝　大　高　富太郎　44　37　81　13.2　67.8  
準優勝　降　旗　慶　二　40　41　81　10.8　70.2
第３位　園　部　辰　巳　50　46　96　25.2　70.8 
第４位　平　野　　　実　38　41　79　  7.2　71.8
第５位　大　澤　啓　藏　41　38　79　  7.2　71.8

第 60 回都民大会（区市町村対抗）夏季大会「ゴルフ競技」成績

団体戦
　　男子　　13 位　　A163・B153、合計316ストローク
　　　　　　　　　　　　　（Aの部上位２名とB の部上位２名の４名、合計ストローク）　
　　　　　　　出場選手　Aの部：須崎昭平（78）、和田秀雄（85）、古庄武信（87）
　　　　　　　　　　　　Bの部：小林勝美（72）、柳　秀煕（81）、小久保統一郎（92）
　　女子　　４位　　合計247ストローク（出場４名中、上位３名合計ストローク）　
　　　　　　　出場選手　ａの部：小俣明美（89）、鈴木千枝子（82）
　　　　　　　　　　　　ｂの部：小林かおり（81）、前田真由美（84）
個人戦　　
　　男子　　Ａの部　　須崎昭平  16位、和田秀雄  61位、　古庄武信  67位
　　　　　　Ｂの部　　小林勝美　６位、柳　秀煕  45位、　小久保統一郎  80位
　　女子　　ａの部　　鈴木千枝子  ８位、　小俣明美  29位
　　　　　　ｂの部　　小林かおり  10位、 前田真由美  18位

開催日：平成 19 年９月 25 日／会　場：若洲ゴルフリンクス

男性グロスの部入賞者

女性グロスの部入賞者

ハンディキャップの部入賞者



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

立川市ゴルフ協会　規約

　　　　　　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。
　　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
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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　3,000円とし、所定の口座に振

り込むものとする。

第13条　（会計年度）
　　本会の会計年度は、４月１日に始まり、（翌年）

３月31日に終わる。
（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11年７月21日より実施す  
　　　　る。

立川市ゴルフ協会役員及び委員会
	 	 	

名 誉 会 長　　　　　　中嶋　榮治	 	
会　　　長　　　　　　関　　孝和	 	
副　会　長　　　　　　草野　忠正	 鈴木　榮一	 野口　正三	 	
理　事　長　　　　　　竹川　茂彦	 	
副 理 事 長　　　　　　川野　辰夫	 須﨑　昭平	 村野　安成	 	
監　　　事　　　　　　村上　嘉幸	 大神田忠弘	 	
専 務 理 事　　　　　　豊泉　幸夫	 	
会　　　計　　　　　　石垣　圭一	 清水　千春	 	
総務委員会　　委員長　山口　貞夫　
　　　　　　副委員長　浅見　英明	 安藤　明義	 安藤　徳長
　　　　　　　　委員　小林　勝美	 高原　重敏	 鶴澤　　章	 柳　　秀熙　　　　　　　
競技委員会　　委員長　須﨑　昭平　
　　　　　　副委員長　大澤　啓蔵	 泊　美津枝	 山本　勝敏
　　　　　　　　委員　青木　洋一	 新井　敏夫	 安藤　明義	 榎戸　岩雄	 小倉　雅雄
	 	 	 須﨑　八朗	 平野　　実	 山川　昌一	 和田　秀雄	 小俣　明美
広報委員会　　委員長	 大澤　啓蔵	
　　　　　　副委員長	 小野　　優	 野村　勝久	
規則委員会　　委員長	 豊泉　幸夫
　　　　　　副委員長	 須﨑　昭平	 泊　美津枝
　　　　　　　　委員　小林　勝美	 柳　　秀熙
ハンディキャップ委員会	
　　　　　　　委員長	 村野　安成	
　　　　　　副委員長	 有光　正男	 安藤　義治	 	 	 	 	
ジュニア育成委員会
　　　　　　　委員長	 泊　美津枝　　
　　　　　　副委員長	 榎戸　岩雄	 須﨑　八朗
　　　　　　　　委員	 豊泉　幸夫
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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

総　務　委　員　会　・理事総会、その他会議等に関する事項
　　　　　　　　　　・規約及び諸規則の制定、改廃の検討に関する事項
　　　　　　　　　　・会合議事録の作成に関する事項
　　　　　　　　　　・会員の入退会に関する事項（主に会員名簿管理）
　　　　　　　　　　・その他各委員会に属さない事項

広　報　委　員　会　・広報活動、会員募集、組織の強化に関する事項

規則及び　　　　　　　　・規則の研修と指導に関する事項
ハンディキャップ委員会　・会員のハンディキャップに関する事項

競　技　委　員　会　・競技会（市民大会、対抗競技会、国体予選会等）の企画運営に関する事項
　　　　　　　　　　・研修会の企画運営

ジュニア育成委員会　・初心者、ジュニアの育成指導に関する事項

− 委員会設置運営規定 − 

１．本会に、総務委員会、広報委員会、規則及びハ
ンディキャップ委員会、競技委員会、及びジュニ
ア育成委員会を置く。

２．委員会委員は、理事の中から理事会において選
出する。

３．各委員会の委員長は、前２項で選出された委員
の互選で決定し、他は副委員長として委員長を補
佐する。

４．各委員会委員は、理事会の承認を得て、会員の
中から委員を選出することができる。

５．前４項で選出された委員は、本会規則第７条に
定める役員たる資格を有し、任期については同規
則第８条を準用する。

６．委員会は、理事会からの諮問事項及び別表に揚
げる事項を処理する。
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