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 「第18回日本シニアオープンゴルフ選手権競技第

4ラウンド最終組第30組のスタートです。この組

には、日本ゴルフ協会の競技委員が同行します。同

行委員は野口正三委員です。それでは選手をご紹

介します。『①湯原信光（湯原選手が第1打を打つ、

続いて）②2005年、2006年日本シニアオープン

チャンピオン中島常幸』」

　これは昨年、私がスターターとして担当した

2008年狭山ゴルフ・クラブで行われた第18回日

本シニアオープンゴルフ選手権競技の最終日・最終

組のスタートのアナウンスです。

　この大会は、立川市ゴルフ協会副会長の野口正三

氏（日本ゴルフ協会前競技委員長）の競技委員とし

ての最後の試合でもあり、須崎昭平氏や私も担当し

た大会でした。

　そこで今回、あまり一般の方々には知られていな

い競技について触れてみたいと思います。

　野口氏をはじめ我々が担当している競技は、(財)

日本ゴルフ協会（JGA）と関東ゴルフ連盟（KGA）

主催のアマチュア競技、それとJGA主催の日本オ

ープンゴルフ選手権競技および日本シニアオープン

ゴルフ選手権競技です。

　他に立川市ゴルフ協会の理事でもある、泊美津枝

氏と大澤啓蔵氏も関東ゴルフ連盟の競技委員として、

アマチュアゴルフ界に貢献しています。

　さて、わが国のJGA主催オープン競技の開催コ

ースは、日本オープンゴルフ選手権大会が5 ～ 6年

先まで決まっており、日本女子オープンゴルフ選手

権と日本シニアオープンゴルフ選手権も3年先まで

決定しています。

　特に今年度の日本オープンゴルフ選手権は皆様に

大変馴染みのある武蔵カントリークラブ豊岡コース

で開催され、石川遼選手も出場予定であり今から大

変楽しみです。

　また、日本女子オープンゴルフ選手権も関東地区

にある我孫子ゴルフ倶楽部で開催されます。

　たとえば、昨年の日本シニアオープンゴルフ選手

権を例に挙げると、開催コースの狭山ゴルフ・クラ

ブには3年ほど前からJGA競技委員会より視察が

あり、狭山ゴルフ・クラブは27ホールを有してい

るため使用コースの決定などが行われました。その

後、数度の視察でフェアーウエーの線出し(ライン

出し)などをして、フェアーウエー幅やうねり具合

などを詳細に決定し、開催コースは最低でも2年が

かりで準備を進めています。

　そして開催2 ～ 3 ヶ月ほど前になるとグリーン

の刈高、スピードや硬さ、ラフの刈高など最新のコ

ース状態に合わせて、詳細に打ち合わせを行ないま

す。

　この時には、全国放送の準備と試合会場の諸施

設の打ち合わせも行います。NHKはテレビカメラ、

放送ブースやアンテナのタワーや速報板の位置、ま

た当日の番組表の絡みから放送時間の決定などを打

ち合わせます。

日本シニアオープンゴルフ選手権の

舞台裏と競技委員の1日

　　　立川市ゴルフ協会専務理事

　　　豊　泉　幸　夫
　　　　　　(財)日本ゴルフ協会競技専任委員
　　　　　　関東ゴルフ連盟競技委員会副委員長　
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　トーナメント運営会社のミズノはギャラリー整理

のロープやギャラリースタンドなどの設置場所を打

ち合わせます。

　グリーンのスピードの表現は速さ何フィート、硬

さはコンパクションいくつと表現し、普段我々がプ

レーしている状態は8.5 ～ 9.5フィート位でコンパ

クションは9 ～ 10位ではないでしょうか。今回の

狭山ゴルフ・クラブでの決勝ラウンドでは12.5フ

ィート、硬さも12以上を記録し我々では経験した

ことのないグリーンコンディションでした。

　さて、大会が始まると競技委員は朝、暗いうちか

らコースに入り、暗くなってコースを後にし、ホテ

ルへ向かう毎日となります。

　大会4日間のホールロケーションはおおよそ決定

していますが、最終決定は前日の午後に決定します。

　ホールロケーションとは、一般ゴルファーが使う

ピンポジションとかピンプレースメントのことであ

り、正式にはホールロケーションと言い、その位置

が記載された用紙をホールロケーションズシートと

言います。これを選手とそのキャディにスタート時

に渡します。

　競技委員の1日はコースチェックから始まります。

コースチェックは2人1組2チームで18ホールの

ティーマーカーの位置や向き、幅の確認とティイン

ググランドの面の状態などをチェックし、コース内

に入ってはバンカーの状態やフェアーウエー、ラフ

がプレーに支障が無いか隅々を見て回ります。

　そして、ホールロケーションズシートで確認しな

がら全ホールが間違いなく決定された位置にホール

が切られているか、ホールカップの深さは2.54㎝

以上※埋められているか、また、ホールの周辺の状

態は良いかを見て歩き第1組のスタートに備えます。

　いよいよ競技が始まると、競技委員は委員会で指

定された場所に配置し運営が始まり、スターターは

注意事項を選手に伝えマーカーを指定し、スコアカ

ードを手渡します。

　そして、冒頭に記したようにマイクでギャラリー

の皆様に対して選手と同行競技委員を紹介、オナー

からプレーをスタートさせていくのがスターターの

仕事です。

　コース内には巡回の競技委員と固定の競技委員が

いて、巡回の委員はルーリングの要請があったり、

問題が起きたりした時にはすぐに駆けつけ処理に当

たります。固定委員はトラブルの起きそうな所や流

れの悪そうなホールを担当します。

　決勝ラウンドになると日本オープンゴルフ選手権

では全組、日本シニアオープンゴルフ選手権では後

半の5 ～ 6組に同行委員がつき、18ホール選手と

一緒に同行します。

　これは日本のゴルフ競技ではJGA主催競技のみ

採用している方法で、プレーヤーが安心してプレー

ができ、事前に規則上の問題に対処できるようにす

る事を目的に同行委員を配置しています。

　選手はホールアウトすると最後の仕事が待ってい

ます。それはスコアカードの提出です。

　スコアカード提出場所は現在JGAではオープン

競技に限り予選競技からスコアカード提出はスコア

リングエリアを採用しています。

　アマチュア競技は以前からボックスが採用され、

おそらくこれからもボックスに投函する方法が採用

されていくことでしょう。（スコアカードを投函し

たあとは、一切訂正できず過少申告や署名漏れは、

競技失格になります）

　エリアでの提出は記入の間違いを訂正できる利点

があり、ゴルフを職業としているプロゴルファーの

ための提出場所ではないでしょうか。このエリアに

はスコアをチェックする競技委員が3人（第1レコ

ーダーから第3レコーダー）と、この場所での問題

に対応する競技委員が1人合計4人で担当します。

　このほかにも、ルーリングを専門で担当する規則

委員や競技委員がコース上を巡回しています。

　これら、すべての動きと競技の進行状況をトラン

シーバーで確認し、全責任を背負って委員や事務局

に指示を出し競技を運営しているのが競技委員長で

す。

　以上が競技委員の1日の行動です。

　このすべてを取り仕切りながら、長い間財団法人

日本ゴルフ協会の競技委員長を務めていただきまし

た野口正三氏には大変お世話になりました、また大

変ご苦労様でした。

　ゴルフ界の重鎮の下で、これからも立川市ゴルフ

協会が発展し続ける事を願い、会員の皆様と共にゴ

ルフを楽しんで行きたいと思います。

※ゴルフ規則（2008年版）　ｐ.39参照　用語の定義　26.ホール
　参照。　
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大澤：エイジ・シュートを達成された場所はどこ
でしょうか？。

関 ： 昨年（平成20年）の７月17日、八王子の

GMGゴルフ場です。その日は昔から続いてい

る「木友会」というコンペがありまして、335

回になるコンペなのですが、その時達成しま

した。

大澤：335回というと、何年くらい続いてるんです
か。

関 ： 年に10回ですから、単純計算でも34年にな

りますか。

山口：会長はお酒が大変お好きですが、前夜は飲
み過ぎてなかったんですか。

関 ： 私は特に体調が悪くない限り、365日飲んで

ますから、当然その前日も飲んでますよ。

野口：会長は野菜をほとんど食べないで、健康に
注意してるんでしょ。

野村：そうなんですよ。関会長は野菜をほとんど
食べないんですよね。

関 ： 前夜、医師会の会議があったので、帰宅し

てから飲んで寝たんですが。

豊泉：会長の年齢で、まだ、そういった役職を務
めてるんですか。大変ですねー。

関 ： 一番きついのはゴルフ会の会長だよ（笑）。

	 その日の午前は43で回ったんですよ。そのス

コアも久しぶりだったんですが、午後39が出

せれば「82」になるんだな、とは思いました

がね。

山口：後半に入って、エイジシュートを意識しませ
んでしたか？。

関 ： GMGでは、昔30台を何度も出したことがあ

りましたが、今はそうもいきませんから、心の

中で多少思う瞬間があったくらいですよ。

大澤：午後の東コースでは、１番パー５がパー、２
番・３番はパー、４番でボギー、５番パー、６

番ボギー、７番・８番パー、９番ボギーでした

ね。確かに３オーバーで「39」ですよ。

関 ： ９番では、２打目を打ってもグリーンに乗

りませんでしたから、その時点でパーはいら

ないと思いました。２オーバーで来ていまし

たから、その時には確実に「39」を意識し

ていましたね。ところが３打目はバンカー越

え。やっぱり緊張しましたよ。何とか乗せて、

パーパットも無理をするつもりはありませんで

したね。ボギー狙いですよ。

豊泉：そういう気持ちでいたから良かったんです
ね。緊張すると体が動かなくなって、ダフった

り、２度打ちしたり、悪い結果の方が多いです

よ。

関 ： そうなんだよ。何とかOKが出るくらいカッ

プの近くに寄せてボギー。

山口：ナイスボギーですよね。
豊泉：最後のパットが１ｍも残っていたら、手が震

えますよね。

関 ： 尾崎将司が初優勝の時の最終パットは、手が

震えて何度も仕切り直しをしてたからね。

エイジシュートとは、自分の年齢またはそれ以下のスコアで 18 ホールをプレーするこ
とです。62 歳で 10 アンダー、72 歳でパープレー、90 歳でボギープレー。
皆さんなら、いつ？

　　　　貴方なら何歳で出来そうですか？
　　　　ゴルファーの夢  エイジシュート

　　　  関 会 長 が 達 成�
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村上：意識し始めた頃から無口になってましたよ
（笑）。

関 ： 結果、「82」でラウンドした訳ですが、そ

の１ヶ月前に誕生日を迎え82歳になってい

ました。エイジシュート達成出来たわけです。

でも同伴競技者で知ってたのは１人だけでし

たね。残る２人は自分のことで精一杯。私が

39出るなんて思ってもいませんでしたから、

何度もスコアを聞いて確認してましたね。ま

して、私の年齢なんか全く気にしてませんで

したから。

大澤：同伴競技者３人のスコアは、85、86、102
したね。会長のスコアを見ますと、パー４は

全てパー、パー５も４ヶ所のうち３ヶ所で

パーを取ってますね。

小 野 ：お仲間には、ホールインワンを出した
「エース会」のメンバーが多いのですが、

ホールインワンとエイジシュートの確率はど

うなんですか？。

野口：全く問題にならないくらい難しいですよ。
豊泉：エイジシュートに比べたら、ホールインワ

ンなんか簡単ですよ。

村上：先日の祝賀会で、会長のテーブルにいた人
は、会長以外全員ホールインワンを出してい

ましたよ。

大澤：ホールインワンには年齢制限がありません
からね。

野口：初めてゴルフをした人が、打ちそこないを
して、それが入っちゃったんですよ。それも

珍しいけど。エイジシュートは年齢もさるこ

とながら、ゴルフの技量が無くては達成出来

ませんよ。まぐれは絶対ありませんから。

野村：友人のホールインワンを目撃した時のこと

ですが、打ちそこなった球が松の木に当たっ

て、そこからグリーンまで跳ねて、乗ったかと

思ったら、カップに入ちゃったいましたね。最

近そのホールに行きましたら、松の木は枯れて、

切ってましたね（笑）。

山口：私の年齢だと10アンダーくらい出さなきゃ
ならないし、72歳の時にパープレーで回るの

は、とても出来そうにありませんね。健康で長

生きしても、技術を維持していかないと。

野口：その通りですよ。１ラウンドの中で、まぐ
れの回数は何回もありませんからね。それに、

ホールインワンのように保険も出ませんよ。

野村：関会長の年齢までゴルフが出来て、しかも意
欲を持って取り組む姿勢がないと、こういった

記録は出せませんね。

村上：72歳でパープレーも難しいけど、80歳に
なって80でプレーするのも困難だよー。

豊泉：関会長のベストスコアは？。
関 ： 78か79ですよ。

豊泉：きっと若い頃というか、ゴルフで脂の乗り
切った頃のスコアでしょ。それと82歳で82と

いうのは、いかにすごいか。ベストスコアに近

いスコアを今出すというのは素晴らしい。

関 ： 近頃歩くのが少し辛くなった。カートがある

ので助かるよ。

野口：ゴルフ競技は、人によって上達する期間が違
うと思う。若い頃上手くても、年齢とともに下

手になったりする。また、遅くに始めた人で年

齢に関係なく上達する人もいる。ゴルフの上手

さは年齢との関係は少ないと思うが、関会長の

ように長い期間上手い人も少ないよ。

豊泉：関会長は狭山GCのメンバーですが、木曜日
か日曜日には必ずといっていいくらいプレーし

てますよね。

大澤：年齢とともに努力を重ねてきた結果を、ゴル
フの神様が見てたんでしょうね。

関 ： カシワゴルフにも練習に行きますよ。練習し

ていても100位打つ時があるんですから、練習

しなかったらもっと悪くなりますからね。

一同：エライナー！
村上：僕なんか、昔、進駐軍が昭和パブリック

を持っていた頃、早朝プレーをさせてくれた。
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10＄だったかな。勿論１＄360円だったけど。

そんなに長くやってるんだけれど、80歳で

「80」は、僕には無理だナー！

大澤：ゴルフプレーヤーの夢でもあるエイジシュー
トを達成された次の目標はありますか？

関 ： 死ぬ時までゴルフをやりたいなー。

豊泉：またエイジシュートを出せるんじゃありませ
んか。毎年ボギーを１つづつ増やしても良いん

だから。会長はゴルフ頭を持ってるから、また

出来ますよ。

山口：ゴルフ頭って？
豊泉：前半のハーフのスコアや、ロケーションを思

い出せない人が結構いますよ。自分のスコアだ

けでなく、同伴競技者のスコアや、ボールの位

置など、全て記憶する「ゴルフ頭」は大切です

ね。

大澤：話は尽きませんが、とにかく健康でいな
くてはなりませんね。楽しくプレーし、アフ

ターゴルフも楽しんで、しかも常に努力を忘

れない関会長の姿勢は素晴らしいですね。

　　これからもお元気でご活躍されますことをお

祈りいたします。

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

出席者

　　関　孝和（会長）

　　野口正三（副会長）

　　村上嘉幸（監事）

　　豊泉幸夫（専務理事）

　　山口貞夫（総務委員長）

　　大澤啓蔵（広報委員長）

　　野村勝久（広報副委員長）

　　小野　優（広報副委員長）



６

　世界のゴルフ雑誌に絶えずトップ＃１に輝くぺブ

ルビーチゴルフリンクス。

　サンフランシスコから海岸線を南に車で２時間

半、カリフォルニア州モントレー半島に優雅に広が

るぺブルビーチ、スパイグラスそしてスパニッシュ

ベイ	ゴルフコース。どれをとってもゴルファーな

ら一度は兆戦してみたいゴルフコースです。

　ぺブルビーチの名物ホール７番のショート106

ヤード、海に向かって打つので３番ウッドからサウ

ンドウエッジまで、何で打つか風と気候で考えさせ

られます。ぺブルビーチでは10年に１回全米オー

プンが開催されます。

　1972年にはジャックニクラウス。1982年には

トムワトソン。1992年にはトムカイトが優勝しま

した。92年には日本から尾崎将司が出場しました。

また本来ならば2002年がぺブルビーチの番でした

が、全米オープン100回と有って2000年に開催さ

れました。

　私は縁が有ってこの地を訪れることが多くあり、

全米オープンを数度見るチャンスに恵まれました。

2000年には当協会の会長　関孝和さん、副理事長

の川野辰夫さん、監事の村上嘉幸さん達10人位と

ご一緒して観戦する事が出来ました。

　チケットは通し券で練習日も入れて６枚綴りで

す。この綴り券を何人かで分けて観戦しました。こ

の記念大会ではタイガーウッズが優勝しました。タ

イガーウッズはパターの練習場などでは気楽に挨拶

などをしてくれた事を記憶しております。日本から

は丸山茂樹が出場して、ちょっと頑張りました。若

かった今田竜二もそこに参加していました。彼を

追っかけて観戦した関先生が「今田君ガンバレ」と

応援したら今田竜二が白い歯を出して手を挙げたこ

とが印象的でした。

　次の全米オープンは2010年この地に決まりまし

た。日程は６月14日～ 20日までです。来年は石

川遼君も出場出来れば日本中が盛り上がると思いま

す。

　ところでこのぺブルビーチでプレイするには。。。

ぺブルビーチの関連ゴルフ場がスパニッシュベイゴ

ルフとスパイグラスゴルフが有ります。プレイす

るにはぺブルのロッジに２泊してぺブルビーチ１プ

レイ、スパニッシュまたはスパイグラス１プレイと

なります。その料金は宿泊代とプレイ代を合計して

＄2000、スパニッシュベイのロッジに泊まった場

合の料金は＄1800。料金は高いですが素晴らしい

景観とすてきなレストランが有ります。そして今は

円高なので大変なチャンスだと思います。でも半年

先が予約されているのでプレイするなら早めの準備

が必要です。

　ぺブルビーチはプレイ代が高価ですが、この地に

は色々なゴルフ場が点在しています。安いゴルフ場

ではカート付き一人＄50、高くても＄200、そし

てぺブルビーチに勝るとも劣らずのゴルフ場が沢山

あります。プレイする時は事前に電話でスタート時

間と料金を確認して予約するといいと思います。

2010年

ペブルビーチで全米オープンが行われます。

立川市ゴルフ協会広報副委員長

野 　 村 　 勝 　 久

ペブルビーチ７番ホール
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  平成20年度 立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会報告

開催日：平成20年６月26日（木）／会場：立川国際 CC 　奥多摩コース／参加者数：71名（女性5名）

各　種　競　技　会　報　告

　男性グロスの部
　　　　　　　　　　　				OUT				IN	　		GROSS
優　勝	 伊　藤　泰　介	 37	 38	 75
準優勝	 柳　　　秀　煕	 42	 35	 77
第３位	 小　林　勝　美	 41	 37	 78	
第４位	 春　宮　明　宣	 40	 39	 79	
第５位	 須　崎　昭　平	 43	 37	 80

　女性グロスの部
　　　　　　　　　　　						南					東	　		GROSS
優　勝	 三　浦　寿　子	 48	 41	 89
準優勝	 泊　　　美津枝	 47	 43	 90
第３位	 浅　田　トヨ子	 51	 50	 101	
第４位	 降　旗　三枝子	 58	 58	 116		
第５位	 浅　山　啓　子	 66	 66	 132

　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　柳　　秀煕　　　42　35		　77　		6.0　71.0
準優勝　関　　友己　　　43　39		　82　		8.4　73.6
第３位　毛利　一雄　　　43　43		　86　12.0　74.0
第４位　小林　　孝　　　50				54　104　30.0　74.0
第５位　佐藤　寿宏　　　45　46		　91　16.8　74.2

　ゴルフコースにはキツネとか鹿が顔を出し、海を

見ればアザラシやラッコを沢山見ることが出来ま

す。又天候は１年を通し最高気温20℃前後、最低

気温10℃前後で、雨も少なく快適な気候です。ま

た隣接しているお洒落なカーメルの街は、女性に

とっては１日では見る事が出来ないくらい素敵な

お店が散在しています。さらにモントレーの有名レ

ストラン、17マイルドライブもゴルフツアーに色

を添えてくれると思います。

　アメリカの食事はまずい、肉は草履みたいでうま

くない。こんな風に思っている方が多いと思いま

す。でもそれは大きな間違いでお店のメニュー内容

を理解して考えてオーダーすればすごく美味な物

を選ぶことが出来ます。海鮮料理も取れたての魚介

類を色々な料理の仕方で味わう事が出来ます。また

カリフォルニアはワインが沢山作られているとこ

ろです。ピンからキリまで有りますが、手ごろで美

味しいワインを楽しむことが出来ます。

　そんな風であれやこれやとアメリカでのゴルフ

は楽しいことで一杯です。

ペブルビーチにて（右端から筆者、村野副理事長、竹川理事長）
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　男性グロスの部
　　　　　　　　　　　				OUT				IN	　		GROSS
優　勝	 真　田　雅　彦		 33	 36	 69	
準優勝　柳　　　秀　煕	 39	 37	 76
第３位　豊　泉　幸　夫	 39	 38	 77
第４位　友　野　弘　章	 41	 37	 78
第５位　伊　藤　泰　介	 40	 38	 78

　女性グロスの部
　　　　　　　　　　　						南					東	　		GROSS
優　勝	 鈴　木　千枝子	 40	 39		 79
準優勝　泊　　　美津枝	 43	 41	 84
第３位　小　俣　明　美	 42	 47	 89	

第 62 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 20 年 11 月 6 日（木）／会場：東京バーディークラブ／参加者数：65 名（女性 3 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　鈴　木　千枝子　40　39　79　		8.4　70.6
準優勝　山　本　勝　敏　39　39　78　		7.2　70.8
第３位　豊　泉　幸　夫　39　38　77　		6.0　71.0
第４位　野　村　　　豊　39　43　82　10.8　71.2
第５位　園　部　辰　巳　45　48　93　21.6　71.4

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　　９位　　A164・B158、合計322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（79）、春宮明宣（85）、山本勝敏（93）
　　　　　　　　　　　　Bの部：伊藤泰介（78）、小林勝美（80）、柳　秀煕（83）
　　女子　　４位　　合計254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：泊　美津枝（84）、鈴木千枝子（85）
　　　　　　　　　　　　ｂの部：小林かおり（85）、斉藤浩子		（86）
個人戦　　
　　男子　　Ａの部　　須崎昭平　４位、	春宮明宣　34位、山本勝敏　76位
　　　　　　Ｂの部　　伊藤泰介　14位、小林勝美　24位、柳　秀煕　41位
　　女子　　ａの部　　泊　美津枝　9位、	鈴木千枝子　12位
　　　　　　ｂの部　　小林かおり　7位、	斉藤浩子				10位

開催日：平成 20 年 8 月 18 日（月）／会場：立川国際 CC 草花コース／参加団体：30 市区町村

平成20年６月26日　親睦ゴルフ大会
男性グロスの部入賞者

平成20年６月26日　親睦ゴルフ大会
女性グロスの部入賞者
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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、

立川市ゴルフ協会　規約

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
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。
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　　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。

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。

◆ 編集後記

　平成16年に創刊号を発刊した立川市ゴルフ協会会報
も、毎年発行を重ね第５号を発刊する運びとなりまし
た。
　創刊号の編集後記でも紹介しましたが、会報発刊の
目的は立川市ゴルフ協会の活動状況を報告するに留ま
らず、ゴルフ・ルールやハンディキャップ規定改訂の
解説など、ゴルファーに必須な情報の提供にあります。
さらに、ゴルフの歴史、エッセイ、海外のゴルフ事情、
貴重な体験談など幅広い教養的内容も取り上げ「読むゴ
ルフ」の楽しさを広げることで、会員のゴルフライフ充
実に貢献しようとするものです。
　特に、座談会による野口正三・前JGA競技委員長の「公
式競技の裏話」（第２号）、須崎昭平副理事長の「ホール

インワン量産秘話」（第３号）、本号では関孝和会長の「エ
イジ・シュート達成」といった記事は、めったに聞けな
い体験をご紹介できたものと自画自賛しています。
　今後は「忘れられないゴルフ体験」「思い出に残るゴ
ルフコース」「私のゴルフ史」など、ゴルフ協会会員の
皆様が体験したゴルフの思い出やゴルフの自分史など
ついて掲載し、会員相互の交流に役立てたいと計画して
おります。
　是非とも、皆様からのお気軽なご投稿をお待ちしてい
ます。また、広報委員会より原稿執筆をお願いする事も
あると思います。何卒、ご協力の程よろしくお願い申し
上げます。　　　　　　　　　（広報委員長　大澤啓藏）



①「立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会 」
　　　平成 21 年６月 30 日 ( 火 )　　立川国際カントリー倶楽部

②「第 63 回東京都民体育大会ゴルフ競技会」
　　　平成 21 年８月 31 日 ( 月 ) 　　立川国際カントリー倶楽部

③「立川市民ゴルフ大会」
　　　平成 21 年 11 月 11 日 ( 水 )　     武蔵野ゴルフクラブ

★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

平成21年度競技会のお知らせ

私達は
つねに
ベストコンディションを目指し
皆様をお待ちしております

〒 197-0802  東京都あきる野市草花2390
予約専用電話　042-558 - 1741






