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巻  頭  言
（立川市ゴルフ協会会長就任ご挨拶）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立川市ゴルフ協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　  豊　泉　幸　夫

　3月11日に発生しました、東日本大震災でお亡くなりになりました方々の御冥福をお祈り申し上
げますと共に、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
　
　立川市ゴルフ協会会報発刊にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
　この度、初代中嶋榮治氏、第２代関孝和氏の後を継ぎまして、第３代会長に就任いたしました豊
泉幸夫でございます。　
　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。
　来年は４年に一度のルール改正の年でもあり、早目の準備をして会員の皆様のゴルフ全般の向上
に務めてまいります。
　また、本年より東日本大震災で被災された方々への義援金募金活動として、ゴルフ大会参加費の
一部を日本ゴルフ協会のグリーンティーチャリティーを通じて義援金活動をして行きたいと考えて
おります。
　本年より役員構成も若返り、須﨑昭平理事長と共に二人三脚で頑張ってゆく所存であります。
会員の皆様のますますのご協力をよろしくお願い申し上げます。

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。
このカードにより以下の提携ゴルフ場ではサービス料金でプレーが出来ます。ご利用下さい。

東京都ゴルフ連盟サービスカード提携ゴルフ場一覧

  1.  八王子カントリークラブ
  2.  武蔵野ゴルフクラブ
  3.  GMG 八王子ゴルフ場
  4.  東京五日市カンツリー倶楽部
  5.  東京バーディークラブ
  6.  立川国際カントリー倶楽部
  7.  長竹カントリークラブ
  8.  大月カントリークラブ
  9.  サンメンバーズカントリークラブ
10.  秋山カントリークラブ
11.  敷島カントリー倶楽部　　

12.  富士レイクサイドカントリー倶楽部　
13.  富士桜カントリー倶楽部　　　
14.  森永高滝カントリー倶楽部
15.  スカイウエイカントリークラブ
16.  船橋カントリー倶楽部
17.  ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
18.  鎌ヶ谷カントリー倶楽部
19.  相武カントリークラブ
20.  飯能グリーンカントリーゴルフクラブ　
21.  鳩山カントリークラブ
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大澤：本日は、狭山ＧＣの大和田グリーンキーパー
をお招きし、ゴルフコースの管理についてお話を

伺いたいと思います。

　私たちの知らない世界で、大変重要なお仕事をさ

れていると思いますので、ゴルフ愛好者としてぜ

ひ、いろいろお話を聞かせて頂きたいと思いま

す。

　　まず、昨年は近年になく暑い夏で、私のホーム

コースでは、グリーンもフェアウェイも酷い状況

でしたが、狭山ＧＣではどういう状態で、コース

の維持にはどんな工夫をしましたか。

大和田：狭山ＧＣは
２グリーンありま

して、両方ともベ

ントなのです。通

常は、使用グリー

ンの刈り込み作業

を朝に行って、そ

の後、使わない方

のグリーンを刈り

込むという段取りでやっています。去年の夏は気

温の上がり方も例年と比べて早かったので、日中

刈り込む方のグリーンが暑さと刈り込み機械の

ストレスで、少し活性が悪くなるという状況はあ

りました。それに気付いてからは、グリーンの使

用に限らず、朝の気温が低いうちに刈り込みを行

いましたので、そこまで酷い状況にはなりません

でした。

大澤：フェアウェイが禿げたりはしませんでした
か。私のホームコースではアプローチのところが

全面枯れてしまって、大変でしたが。

大和田：そういうところは、スプリンクラーで散水
して、届かないところは手散水で対応しました。

大高：散水するタイミングによっては、水ではなく
お湯になっちゃいますよね。

豊泉：それが、去年の夏、狭山ＧＣは時間帯に関係
なく、何度も散水していましたよ。

大和田：日本芝は水をやればやるだけどんどん成長
するので、先ず問題はないのですが、洋芝のベン

トグラスはお湯になるから日中の散水は良くな

いという話はありました。しかしその実際は、グ

リーンの下の土壌の問題なんですよね。透水性が

悪いところに必要以上に水をやってしまって、そ

こに停滞している水がお湯になって、根っこがダ

メージを受けるという状況だと思います。散水は

下に浸み込まずに葉っぱだけを濡らして温度を

下げる、要するに人間が汗をかいた気化熱で温度

が下がるという状況ですので、お湯になるとか、

散水によってダメージを受けるといったことは

ないです。

豊泉：大和田君が管理を始めてからは、狭山ＧＣ
は近隣でもトップクラスのスルーザグリーンに

なって来たのですが、ベストの状態を作るための

１年のサイクルなどはどのようにしていますか。

大和田：洋芝の場合は成長の山が２つあって、４月
～５月と９～ 11月が伸びる時期で、夏と冬に活

　　　　　　　グリーンキーパーに聴く

　『ゴルフ場は“芝”が命、
　私たちの仕事はベストコンディションを作ること』

出席者（敬称略）
　大和田弘之（狭山 GC グリーンキーパー）
　立川市ゴルフ協会
　　豊泉幸夫、安藤明義、大高　均
　　榎戸岩雄、大澤啓蔵、小野　優

座 談 会
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性が下がるという繰り返しです。日本芝の場合は

真夏に活性が上がって、冬は休眠期で下がるとい

うサイクルです。

　　私は、２月の終わりから３月になると、気温も
13～ 15℃くらいまで上がるので、バーチカルと

いって前の年の溜まった枯れ屑を取ります。手裏

剣のような歯の機械で下に溜まった芝かすを掻

き出すのですが、コーライだと芝目があるので、

その矯正にもなります。それは歯を入れる深さに

よって調節します。

豊泉：プレーヤーにとっては、グリーンキーパー
を始めとする彼らがいるから、気持ち良くプレー

出来るのであって、クラブハウスが立派で、食事

が安くて美味しくても、コースがガタガタだった

ら、もう行きませんよ。

安藤：ゴルフ場に行った時、一番長くいるのはコー
ス上なんだからね。そういえば、芝を管理する人

と樹木を管理する人は違うんですか。

大和田：そうですね。狭山の場合は１～２年前から
別になりました。

大高：樹木を管理する人は、樹木のために剪定する
ことはあっても、芝のために剪定しようという発

想はないと思うんです。だけども、ある程度剪

定して、日当たりを良くしないと芝は良くなりま

せんよね。そうすると、お互いに上手く話し合っ

ておかないと、喧嘩になっちゃうと思うんですよ

ね。変に剪定しすぎて、見っともない木が何本も

できちゃうようでは、コースとしては寂しいです

よね。

安藤：でも、夏は日陰ができた方がいいでしょ。
大和田：そうですね。
豊泉：でも、基本的
には日陰よりも風

通しと日照が必要

ですよね。黙って

ても日陰はできる

ので、てっぺんま

で木の幹が見える

ようなゴルフ場が

素晴らしいと思う

んです。そうすると、スルーザグリーンの林の中

まで、もっと良い状態になると思うんです。そし

て、グリーンやラフ、ティーグランドなども、風

通しがよくなれば生き返ってくると思うんです。

大高：最近行ったゴ
ルフ場では、各

ホールに「この

ホールは私が管理

しました」と名前

が書いてありまし

たよ。かといって、

ホールによってそ

んなに差がないの

で、誰か一人がコントロールしているのだろうと

は思いますがね。

大澤：私は逆に名前を出すのではなく黒子で、だけ
ども、お客様は喜んでくれるという方が、職人や

プロとしては嬉しいのではないかと個人的に思

うのですが。

大和田：僕も個人的には、そんなに前には出たくな
いと思います。コース課というのは裏方で黒子な

ので、実は人対人が余り得意ではない人の集まり

でもあるのです。どこのゴルフ場でもそういう人

が多いですね。

小野：朝は何時頃から仕事をしているのですか。
大和田：季節によって違います。今は６時前後から
とゆっくり行っていますが、夏場ですと４時か４

時半ぐらいには始めています。作業自体はスター

トの１時間前から始めます。

小野：逆に前日にプレーが全て終わってからやるこ
ともあるのですか。

大和田：カップの位置やティーマークの位置を変
えたり、バンカーをならしたりします。バンカー

などは野良猫やカラスが入って荒らしてしまう

こともあるので、本当は朝にやるのが一番良いと

思うのですが、どうしても人数の関係で夕方にや

らざるを得ないというのが現状です。ゴルフ場に

よっては朝のところもあると思いますが。

豊泉：狭山クラブはフェアウェイがすごく綺麗で、
去年の秋が深まるまで刈り目が残っていたのは、

すごく嬉しかったことの一つでしたが、芝の長さ

を維持するには、どのようにフェアウェイを刈っ

ているんですか。

大和田：フェアウェイの刈り込みを始めるのが４月
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我したり病気になった時と同じなのです。

　　フェアウェイでしたらディポットに砂を埋め

ていただければ充分です。

大高：フェアウェイにカートが入るのは、どうです
か。僕は太いタイヤなら芝を押さえつけるので良

いと思うんですが。

大和田：太いタイヤは接地圧がないので、全然問題
ないと思います。多分、フェアウェイに入らない

で下さいというのは雨の日とか、雨の次の日とか

だと思います。

小野：先日、野口正三さんが、フェアウェイを保護
するためと言ってカートを入れされないような

ところは、フェアウェイをちゃんと作ってないか

らで、本来は問題ないのだと言っていましたね。

安藤：ランが出なけ
ればフェアウェイ

じゃないと言って

いましたね。

豊泉：競技であれば、
綺麗なティーグラ

ウンドでも、ぐ

ずっと動くようで

はキーパーを叱り

ます。350yrdも打つような選手に耐えられる硬

さと芝の均一さを求めるので、例えばシニアオー

プンのティーグランドは10㎜にして下さいと言

います。フェアウェイもそうですが、グラウンド

は硬く、それでいて10 ～ 13㎜の刈り高で、絨

毯のような状態がキーパーとしての誇りになる

と思います。我々がふわふわして気持ちよいと感

じるのは、だらしのないグラウンドだからです。

今の狭山ＧＣは積極的にカートを入れています

し、間違って雨の日に入ってしまったとしても、

それほど轍ができないのは普段から固めている

からで、管理の甘いゴルフコースに雨の日に入っ

ちゃったら、大変なことになります。

　　砂を撒いたり、エアレーションしたばっかりの

上でプレーをさせられることがありますが、何故

やらなければならないか、フェアウェイに何故大

きな穴を開けなければいけないのでしょうか。

大和田：畑であれば耕運機できるのですが、フェア
ウェイなどはできないので穴を開けて、そこに新

中旬から後半あたりで、刈り止めをするのは、気

温によりますが11月の１週目か２週目くらいで

す。４～５月は週２回、６～９月、10月は週３回、

11月は週２回くらいです。

豊泉：本当によく管理してくれていると思います。
土砂降りの翌日に行っても、刈りかすがないとい

うことは、根元まで空気が入って、元気な芝を育

成してくれていると思います。刈りかすは飛ばす

のではなく、集めるんでしょ。

大和田：歯の前にバケットという箱がついていて、
刈った芝を集めるのです。以前はフェアウェイが

ゼブラだったりしたのも、昔の機械ではそれしか

できなかったのですが、今は機械が良くなってい

るのでクロスカットができて、芝目がつきにく

く、平等ということに繋がりますし、芝の育成に

もすごく良いです。刈りかすが残ると、水はけも

悪くなります。そして、週に３日も刈れるという

のは、やはり良い機械を買っていただいたことで

あります。それだけできるスタッフの人数が揃っ

ているということでもあります。やりたくてもや

れないゴルフ場は凄くいっぱいあります。

安藤：ゴルフ場によっては凄くお金をかけていると
ころもあって、グリーンに電熱線を入れて凍らな

いようにしているところもありますね。

大澤：コース課の方も近くのコースとか、同業者同
士での繋がりはあるのですか。

大和田：殆どが県単位でゴルフ場のキーパー会とい
うのがあります。埼玉は県が大きくゴルフ場も多

いので県南、県央、県北と分かれており、狭山さ

んは県南で22コースが所属しています。東京は

18しかないので一気に集まっていました。大体、

春と秋など年に２回はキーパーが集まって情報

交換しています。

小野：丁寧にグリーンを作って管理している立場か
ら、アマチュアのプレイヤーに対して、こういう

ことはやって欲しくないといったことはありま

せんか。

大和田：本当に基本的なことですが、グリーン上に
ボールマークが付いたら直していただきたいで

すね。付いて直ぐに直すのと、次の日にコース課

の人がいってグリーンを刈るときに直すのとで

は、全然回復のスピードが違うのです。人間が怪
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しい砂を入れることで土壌の入れ替えを行うと

いうことが目的です。土壌は古層・液層・気層に

分かれており、それがバランス良くいっているこ

とで初めて芝が健全に育成できるのです。

　　カートが走ったりプレイヤーが歩いたりして、
地面が息のできない状態になっているのを解消

するのです。固結の緩和と透水性・通気性の向上

を目的としてエアレーションを行っています。グ

リーンは一番小さな６㎜の穴をたくさん開ける

のですが、その場合、グリーンの表面積の３％し

かできないので、頻繁に回数を重ねなければなり

ません。一方、フェアウェイは年に１度しかでき

ないので、大きな穴を開けることになるのです。

安藤：その時に上にかけてある砂は、ただの砂なん
ですか。

大和田：基本的にはそのグリーンの下の土壌と同じ
砂が良いと思います。砂としては川砂です。使用

する時には濡れていると穴の中に入りづらいの

と、殆ど考えられないことですが雑草の種などが

入っている可能性があるので焼いています。乾燥

させるためなので、スペースがあれば焼く必要は

ないのですが、雨も避けなければならないです

し、焼くのが一番早いのです。

大澤：どこの砂を使っているのですか。
大和田：グリーンは青森です。
大澤：それは、キーパーのこだわりですか。
大和田：細かくて流形が揃っているからです。最近
は青森のを使っているゴルフ場も多いと思いま

す。青森の砂は角が取れているので、目詰まりが

しにくいという利点が多いのです。その中で細

目、粗目、中目とあって、グリーン用は何㎜～何

㎜までの流形、フェアウェイ用はもっと粗いもの

といったように砂屋さんから買っています。

大高：この前はBグリーンにグリーンの着色剤のよ
うなものが撒いてあったけれども、あれは何です

か。

大和田：あれは着色剤で、葉っぱをコーティングす
ることで霜焼け防止やプレイヤーの踏圧からの

保護などが目的です。

豊泉：バンカーに水が溜まると、バンカー内は救済
を受けられる場所がないので困りますし、網が出

ているところもあるのですが、バンカーの基本形

はどんな状態ですか。

大和田：砂の厚さは設計の段階で決まるので、ゴル
フ場によって違います。入れた後に雨や踏圧など

で締まるので、新規に作る場合は最低でも10㎝

は入れていると思います。バンカーの下にはネッ

トは張ってはいなくて、グリーンもそうですが肋

骨排水という形で排水しています。どうしても年

数が重なると泥が流入したり砂礫が詰まったり

して排水不良を起こし、水が溜まってしまうこと

があります。

大高：水が溜まっても良いのだけれど、救済処置と
してドロップできる場所を作ってほしいんだよ

ね。手前を高くして真ん中を低くすれば、手前に

ドロップできるから。

豊泉：コースの改造をしないと無理な部分はたくさ
んあるけど、砂の入れ方でどうにか応急処置をし

てもらえないかと思うんだよね。

大和田：そうできるバンカーなら良いのですが、全
面に同じだけ入っているので、あちらから取っ

て、こちらを厚くするとなると、取られた方がす

ごく薄くなるので、設計上できづらいのです。何

とかしたいとは思います。

豊泉：こういう要求はコース委員会が取り上げるべ
き問題だけどね。

大澤：私はメンバーさんと裏方のキーパーの方がい
ろんな意味でコミュニケーションがないと、コー

スは良くならないと思うのです。

豊泉：つまり、良いゴルフ場を作るうえでのキー
パーサイドの本音というか、やりたいこと、使う

べきところにお金を使って欲しいなどを聞きた

いですよね。

大澤：そういう思い
をクラブが理解し

てくれて、自分達

の力を最大限発揮

できるような仕事

をさせてもらえる

というのがキー

パー冥利につきる

のではないかと私

は思うのです。

大和田：昔のキーパーは職人のようで、何も言わな
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くてもコースがよければ文句はないだろうとい

うような感じだったと思うのですが、やはりコ

ミュニケーション不足で色々な問題が起きると

思いますし、これからのキーパーはコースの状況

や作業に関する説明責任があると思うのです。そ

れによって、メンバーさんにご理解、ご協力をい

ただけますし、こちらも作業がしやすくなります

ので、それによってコースがもっと良くなればと

思います。

豊泉：今のグリーンは007ということで、恐らく
001から進化していったのではないかと思いま

す。つまり新しいものがどんどん入ってきてグ

リーンを造ってきているんですよね。

大和田：ニューベントは今のトレンドで、007が一
番新しい品種です。Ａ２という品種がオーガス

タと同じだというのは、グリーンから芝生を取っ

て、畑に植えて、その中から暑さに強いとか乾燥

に強いとかいった条件を与えた時に一番ストレ

スに強かったものを選び出して、また畑に植えて

増やしたものです。

大澤：キーパーのプロフィールを教えてもらえます
か。

大和田：昭和46年に千葉で生まれました。東京農
大出身で、元々はサッカーをやっていたのです

が、プロになるほどではなかったので、それな

らば何かしらサッカーに関わる仕事がしたいと

思って、グランドキーパーになりたいと思いまし

た。しかし、僕が就職する時はＪリーグが発足し

た年で、なかなか就職口がなく、大学の教授から、

ゴルフ場は歴史があってコースの芝の管理の歴

史も長いので行ってみたらどうだと言われたの

が、きっかけでした。

大澤：一番苦労するところはどんなことですか。
大和田：夏場は１～２時間で状況がコロッと変わっ
てしまうので、目が離せません。熱と湿度が影響

して、人間で言えば脱水のような状態になってし

まいます。水が足らなくても駄目ですし、多すぎ

てもお湯になって熱をもってしまうので駄目な

ので、とても大変です。

小野：それはプロが見て回らなければいけないんで
すか。センサーで検知するなど機械とかではでき

ないんですか。

大和田：気象予報の装置で、その日の蒸発量を計算
して「これだけの水分がなくなっています」とい

う機械もあります。しかし、あれだけ大きなグ

リーンですから、全部が均一ではないので難しい

のです。一番少ないところに合わせると、水が入

りすぎて根腐れを起こすので、足りない部分だけ

は後で手で撒かないと駄目なのです。

小野：今は１グリーンのところもありますが、芝の
メンテナンスや休ませることを考えたら、２グ

リーンの方が良いのですか。

大和田：プレイヤーにとっては１グリーンの方が良
いと思うのですが、どうしても日本の気候で洋芝

を育てるのは、かなり過酷な条件なので、２グ

リーンは致し方ないと思いますし、何かあった時

のサブグリーンは凄く重要だと思います。

榎戸：グリーンキー
パーをやって良

かったなと思うこ

とはありますか。

片山晋吾プロが狭

山のグリーンコン

ディションが良

かったと誉めてい

ましたね。我々メ

ンバーとしてもすごく誇らしかったし、ビジター

も増えてきたという話を聞きました。コンペなど

では「狭山は凄く変わったね」とも何度も言われ

ましたよ。

大和田：評価していただければ嬉しいですし、去年
のダイヤモンドカップのように、トーナメント

があって、そこに向かって目標を立ててコンディ

ションをもっていけた時は、やはり嬉しいです。

今後も皆さんに喜んでいただけるような、コース

づくりをしていきたいと思います。

大澤：大和田さん、長時間にわたり本日は有難うご
ざいました。ますますのご活躍をお祈りし、本会

を終了致します。
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 　ハンディキャップの語源は「Hand in Cap」の短

縮形で、「罰金や掛け金、寄付金など何かにつけて

帽子を利用して集めたことから『帽子を手渡す』と

いう言葉が生まれた」とか、「帽子（cap）の中の

当たりくじを手（hand）で引いた者が罰を受ける

ゲームからきた」などの説があります。

　競馬では強い馬と弱い馬で負担重量（斤量）を調

整し、走力を均等化するハンディキャップ・レース

があります。

　また、自動車やオートバイのレースでも、一定範

囲で予選タイムの悪い方から先に並べてスタートさ

せる「リバース・グリッド」方式のレースがあり

ます。オートレースでは距離ハンデ戦があり、最

大 110 ｍ後方からスタートするレースがあるそうで

す。これまでで最も後方からスタートした例として

は、1965 年の第１回オールスター・オートレースで、

会場となった飯塚オートレース場（１周 600 ｍ）で

の 7,950 ｍ競走において、当時最強であった広瀬登

喜夫選手に課されたハンデは 260 ｍであったといわ

れます。このような距離ハンデ戦やリバース・グリッ

ド方式、競馬の斤量調整法によるハンディヤップの

考え方は、純粋な速さを競うというよりも興行とし

てレースの面白さを優先させた結果生まれたシステ

ムなのです。

  ところで、ゴルフにおけるハンディキャップの歴

史については、攝津茂和コレクションⅢ「ゴルフ異

聞記」に「ハンディキャップの考古学」という一章

があり、スコットランドにおけるハンディキャップ

の歴史について、おおよそ次のように記されていま

す。

　ゴルフにおけるハンディキャップの考え方はゴル

フの発祥と同時にあったと推察されています。ス

コットランドのゴルフ黎明期における競技方式は

もっぱらマッチ・プレーの時代であり、対戦者同士

の交渉によって賭け金や対戦条件が決められまし

た。

　しかし、初期には「ハンディキャップ」とい

う用語ではなく、「オッズ（Odds）」「アロアンス

（Allowance）」「マージン（Margin）」など打数の差

を意味する言葉が使い分けられてしました。そして、

対戦者の能力差を解消する方法として最初に考案さ

れたのが、下手な者は上手な者より適当と思われる

前方からティー・ショットする方法であり、今日の

フロントやバック・ティーはその名残であるといわ

れます。

　距離調整法の次に考案されたのが、上手な者の使

用クラブを減じるクラブ制限法で、しかも下手な者

が巧者の使うクラブを指定して制限できる方法だと

いわれます。例えば相手が飛ばし屋ならドライバー

を、パットが上手ければパターを使えないように指

定したのです。しかし、これでは上手な者も腕の振

るいようがなく常に交渉がもつれたため、ある時、

クラブを減じなくても良いがショットごとに相手が

指定したクラブを使わなければならないという対戦

条件もあったそうです。このクラブ制限法の次に考

案されたのが、「ビスク（Bisque）」と称する相手の

指定したホールで適当な打数を巧者に加算する方法

であり、打数によるハンディキャップの方式が初め

て採用された点で画期的でした。

　ゴルフで初めてストローク・プレーが採用された

のは 1759 年にセントアンドルーズでのシルバー・

クラブ競技の時でした。従来のマッチ・プレーでは

ハンディキャップの歴史

広報委員長　大 澤 啓 藏
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競技出場者が多数の場合には紛争の原因となるた

め、所定のラウンドを最少の打数でホール・アウト

した者を優勝者とする案が決議されました。この結

果、スクラッチ競技以外は各人の技量を数字で評価

したハンディキャップをグロス・スコアから差し引

いたネット・スコアで順位を決定する方式が採用さ

れたのです。

　しかし、当時のゴルファー達は、ゴルフはホール

で争うものであり、総打数で勝負を決するのはゴル

フの伝統に反するとして、ストローク・プレーの採

用をひどく嫌ったそうです。

　今日、日本におけるマッチ・プレー競技は、ゴル

フ倶楽部のクラブ選手権やキャプテン杯（理事長

杯）などで、予選がストローク・プレー、決勝トー

ナメントはマッチ・プレーとして行われる程度です

が、スコットランドではマッチ・プレーによる競技

が非常に盛んです。

　成人の競技に限らずジュニアの競技においても、

クラブ内ジュニア競技、地区のジュニア選手権、地

区のジュニア・リーグなどでマッチ・プレー競技が

頻繁に行われています。特に、ジュニア・リーグで

は各クラブの代表選手（３～５名）がシングルス（１

対１）のマッチ・プレー競技によって対戦し、勝者

の多いチームに勝ち点が与えられます。

　マッチ・プレーはスクラッチ戦が中心に行われま

すが、地区によってはハンディキャップ戦を一部採

用するところもあります。ハンディキャップ戦では

学年が違う子供同士の対戦や男子と女子の対戦な

ども組まれており、このような対戦では厳正なハン

ディキャップ規定を設け、技量や体格（筋力）の違

う子供同士でも同じ土俵で、いや同じコース上で対

等に真剣勝負ができるように工夫されているので

す。

　このように、ゴルフは年齢・性別・技量などの

差をハンディキャップによって均等化することに

よって、対等な競い合いができる数少ないスポーツ

であり、「生涯スポーツにふさわしい種目」といわ

れる大きな理由の一つではないでしょうか。

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

　100万人達成祝
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開 催 日：平成 22 年 8 月 30 日（月）
会　　場：立川国際 CC 草花コース
参加団体：男子 30 市区町村、女子 25 市区町村　　　
団体戦　男子　第 14 位  合計 323 ストローク（各クラスベストスコア 2 名、計 4 名の合計スコア ）
　　　　出場選手／須﨑昭平（74）、和田秀雄（86）、平野　実（88）、伊藤泰介（84）
　　　　　　　　　井上　太（81）、柳　秀煕（82）
　　　　女子　　失格　合計    ストローク（出場４名中、上位３名の合計スコア）　
　　　　出場選手／ａの部：泊　美津枝、小俣明美　　ｂの部：石川一江、　三浦寿子

各　種　競　技　会　報　告

 第64回 都民体育大会　夏季大会「ゴルフ競技」成績

開 催 日：平成 22 年３月 16 日
会　　場：GMG 八王子ゴルフ場
参加者数：44 名
成　　績：第 18 位　石川一江　97（49,48）　
　　　　　　　※（29 位タイまで予選通過）

開 催 日：平成 22 年 10 月 20 日
会　　場：青梅ゴルフ倶楽部
参加者数：28 名
成　　績：第５位　古庄武信　81（38, 42）

 第6回 東京都グランドシニア
ゴルフ選手権競技　

「ゴルフブーム」

　若手美人女子プロの台頭や石川遼などの活躍
によって、日本のプロゴルフ界は活性化し、トー
ナメント数や観客動員数の増加に留まらず、テレ
ビのゴルフ番組も増加しています。アマチュア
のゴルフにおいても、1990年に起こったバブル
崩壊以降、激減していたゴルフ場利用者数は「遼
君効果」によって増加傾向に転じており、今は「プ
チ・ゴルフブーム」といえるかも知れません。
　日本では第二次世界大戦後に３回のゴルフ
ブームがあったといわれます。第１次は1958
～ 62年の戦後復興期で、朝鮮戦争の特需による
好景気でした。これに加え、57年に日本で初開
催のカナダ・カップで個人と団体のダブル優勝
によってゴルフブームに火がつき、5年間で178
コースが造られました。第２次は1971 ～ 74年
の高度経済成長期です。国民所得が飛躍的に向
上してレジャー活動への関心が高まり、304コー
スができました。第３次は1986 ～ 90年でバブ

ル経済期にあたります。第１次と２次ではゴル
フ場利用者数の増加を追う形で、1～ 2年遅れで
ゴルフ場数も急増しました。しかし、第３次は
利用者数の増加に比して、ゴルフ場の増加率は
低いものでした。この時期は自然破壊や環境保
全が社会問題としてクローズ・アップされ、ゴ
ルフ場建設が厳しく規制されたためです。
　ところで、ゴルフの本場スコットランドでは、
日本の百年近く前にゴルフブームがあり、1880
～ 1909年の30年間に223コースが作られまし
た。日本のゴルフブーム期に比べコースの増加数
は多くありませんが、スコットランドで最初の
クラブ誕生から1879年までの135年間に造ら
れたのは約50コースですから、1/4の年数で4.5
倍のコースが造られたことになります。しかも、
当時は大型重機によって一気に造成されたので
なく、殆ど手作りだったことを考えれば、いかに
ゴルフ熱が高いものであったかが推察できます。

（広報委員長　大澤啓藏）

 第12回東京都アマチュアゴルフ
選手権【予選競技】（女子の部）



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。

立川市ゴルフ協会　規約

　　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。

　　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。（※１）

（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
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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22年４月10日より実施する。

※１　規約第13条（会計年度）の改正については、去る平成
　　　22年４月10日の総会に議案提案され、可決された。

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

ゴルフは生涯スポーツです
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