




１

2012年規則の主要な変更点と解説

（財）日本ゴルフ協会

定義「球にアドレス」
　プレヤーがスタンスをとったかどうかにかかわらず、球の直前、または直後の地面にクラブを置
くことによってアドレスをしたことにするために定義が修正された。
　したがって、規則では一般的にプレヤーがハザード内で球にアドレスすることを、もはや規定し
ていない（関連する規則18－2bの変更も参照のこと）。

【解説】
　2008年規則では、スタンスをとった後に、地面のどの場所であってもクラブをつけたとき（ハザ
ード内ではスタンスをとったとき）に、アドレスをしたものとみなされていました。2012年規則では、
スタンスは関係なく、クラブヘッドを球の直前、直後（プレーの線に対して）の地面に置いたときに、
アドレスをとったことになります。したがって、ハザード内では原則としてアドレスなしにストロ
ークをすることになります。

規則1-2.　球の動きに影響を及ぼす、あるいは物理的条件を変える
　プレヤーが意図的に球の動きに影響を及ぼすために、あるいは規則で認められていない方法で、
ホールのプレーに影響を及ぼす物理的条件を変えるために行動した場合、規則1-2はその行動が別の
規則で扱われていないときに限って適用となることをより明確にするために修正された。
　例えば、プレヤーが球のライを改善することは規則13-2の違反となるので、規則13-2が適用となる。
一方で、プレヤーが同伴競技者の球のライを意図的に変えることは規則13-2では扱っていないので
規則1-2により規制される。

【解説】
　規則の内容自体は変更となっていません。事例に応じて、該当する規則の条項が適用となること
が明確になりました。
　例えば、動いている球の方向を意図的に変えた場合は、規則1-2が適用となりますが、止まってい
る球を意図的に動かした場合、止まっている球に対しては規則8-2aが扱っているのでその規則が適
用となります。また、プレーヤーが球のライを意図的に変えることについては規則13-2が扱ってい
るのでその規則が適用となります。

規則6-3a．スタート時間
　スタート時間に遅れたが、スタート時間から5分以内に到着した場合の罰を競技失格の罰から、マ
ッチプレーでは最初のホールの負け、ストロークプレーでは２打の罰に軽減することを規定するた
めに規則6-3aは修正された。旧規則ではこの罰の軽減は競技の条件で制定できるとしていた。

【解説】
　2008年規則では、スタート時間に遅刻した場合の罰は競技失格で、委員会は競技の条件を制定す
ることによって、その競技失格の罰を修正することができるという規定でした。
　2012年規則ではその競技の条件の内容が規則となりました。つまり、スタート時間から5分以内
にスタートできる準備ができて到着した場合は、最初のホールに2打の罰（マッチプレーでは最初
のホールの負け）となります。5分を超えての遅刻は競技失格となります。

−−−−−−　★　−−−−−−

−−−−−−　★　−−−−−−
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規則12-1.　球が見える限度；球の捜索
　規則12-1は明確化のために再構築された。加えて、ⅰ球が砂に被われている場合、プレーヤーにコース上のどこ
ででも球の捜索をすることを認め、そのような状況で球が動かされても罰はないこと、そして、ⅱ球がルースイン
ペディメントに被われていると思われる場合、その球を捜索しているときにハザード内の球を動かしたときは規則
18-2aに基づいて1打の罰が適用となることに修正された。

【解説】
　2008年規則でハザード内で認められていた球の捜索の際の砂の取り除きを、2012年規則ではコース上のどこで
でも認めることになりました。また、2008年規則では球の捜索中にハザード内のルースインペディメントを取り除
いた結果、球が動いた場合には罰はありませんでしたが、2012年規則では規則18-2a違反の1打の罰を受けます。

規則13-4.　球がハザード内にある場合；禁止行為
　単にコースを保護する目的で、かっ規則13-2の違反とならないことを条件に、プレーヤーがそのハザードからプ
レする前を含めいっでもそのハザード内の砂や土をならすことを認めるために規則13-4例外２が修正された。

【解説】
　2008年規則では球がハザード内にある場合、その球をストロークする前にハザード内の砂をならすことはできま
せんでした。
　2012年規則ではハザード内に止まっている球のライや、その球をプレーする場合のスタンス、意図するスイング
区域、プレーの線の改善とならない場所（つまり規則13-2に関連しない場所）で、単にコースを保護する目的であれば、
ならすことが認められます。ならす目的がハザード内のテストである場合はこれまでの通り規則違反となります。

規則18-2b．アドレスしたあとで動いた球
　球がアドレスした後に動いた場合で、プレーヤーがその球を動かす原因となっていないことが分かっているか、
ほぼ確実であるときはプレーヤーに罰を免除するとの新しい例外が追加された。例えば、アドレスをした後に球を
動かしたのが突風だった場合、罰はなく、その球は新しい位置からプレーされなければならない。

【解説】
　2008年規則ではアドレス後に球が動いた場合は、プレーヤーが動かしたものとみなされ１打の罰を受けました。
　2012年規則では、アドレス後に球が動いても、その原因がプレヤーにないことの確実な証拠があれば、罰はあり
ません。例えば、突風が球を動かしたことが明らかであれば、罰なしに球は新しい位置からプレーしなければなり
ません。なお、アドレス後に、重力そのものにより球が動いた場合、局外者や自然現象が球を動かしたことにはな
らず、プレヤーが球を動かしたものとみなされます。

規則19-1.　動いている球が方向を変えられたり止められた場合；局外者により
　局外者によって動いている球が故意に方向を変えられたり止められた場合のいろいろな結果を規定するために注
を拡大した。

【解説】
　2008年規則では局外者が動いている球の方向を意図的に止めた、あるいは変えた場合のあとの処置について明記
していませんでした。
　2012年規則ではその処置を明記しています。例えば、ストロークした球がスルーザグリーンでギャラリーに意図
的に止められた場合、その球が止まっていたであろう箇所を推定し、その箇所にできるだけ近いところに球をドロ
ップしなければなりません。

−−−−−−　★　−−−−−−

−−−−−−　★　−−−−−−

−−−−−−　★　−−−−−−
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規則20-7c．誤所からのプレー；ストロークプレー
　プレーヤーが誤所からのプレーをした場合、そのストロークを行う前に他の規則に違反していたとしても、ほと
んどの場合は罰は２打の罰に制限されることを規定するために注３を修正した。

【解説】
　明確にするための改訂でこれまでの解釈は変更されていません。誤所からのプレーをした際に、他の規則にも違
反していた場合に罰が重課されないケースが列記されました。
　例えば、誤った方法でドロップし、しかも誤所からのプレーをした場合、誤った方法でドロップしたことに対す
る罰は追加されません。

付属規則Ⅳ
　ティー、手袋、距離計測器などのような機器と他の携帯品のデザインについての一般的な規定を定めるために新
しい付属規則が追加された。

【解説】
　ティーや手袋、距離計測器などの用具に関するガイドラインが、付属規則Ⅳに掲載されました。
例えば、ストロークをするうえで援助となる可能性のある機構を持つ手袋は違反となります。

　　　　以上

2012年からの予備グリーンの規則上の解釈について

　日本では１つのホールに季節あるいは整備上の都合によって使い分けをするために２つのパッティンググリーン
を設けているコースがあります。使用していない方のグリーンを一般的に「予備グリーン」と言い、JGAでは予備
グリーンをスルーザグリーンとして扱い、ゴルフ規則付属Ⅳで委員会がその上からのプレーを禁止したい場合は「予
備グリーンはプレー禁止の修理地とする。」というローカルルールの採用を勧めてきました。
　しかし、予備グリーンは本来、規則用語の定義から考えて「目的外のパッティンググリーン」であるべきとの見
地から、JGAは2012年より予備グリーンの規則上の解釈を次の通り改訂いたします。

予備グリーンはゴルフ規則定義の「目的外のパッティンググリーン」である。したがって、目的外のパッ
ティンググリーンによる障害、救済については規則 25-3「目的外のパッティンググリーン」が適用となる。
なお委員会は、予備グリーンについて次のローカルルールを制定することができる。
　①「予備グリーンはプレー禁止の修理地とする（付属規則Ⅰ，（B）2a 参照）。」
　②「予備グリーンはスルーザグリーンとし、あるがままの状態でプレーしなければならない。
　　ただし、他の規則の規定が適用できる場合を除く。」

①はこれまで多くのコースで採用してきたものです。
②はプロツアー競技等で罰なしの救済を認めずにあるがままの状態でプレーさせるために採用してきたものです。

　これにより、予備グリーンを規則上の本来の扱いである目的外のパッティンググリーンと解釈するとともに、ロ
ーカルルールの採用を認めることにより従来の取り扱いもできるようにしました。

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）日本ゴルフ協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規　則　委　員　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　村　津　敬　介
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はないのでしょうか。現実に会員権価格に比べ、名

義書換料や入会預託金（殆どのコースは退会時返還

されます）等の入会費用の方が遥かに高額です。そ

のほか年会費もかかります。購入する品物より、か

かる費用の方が高い品物が投資の対象にはなりえ

ません。

　純粋に永くゴルフを楽しみたい、或いは倶楽部競

技に参加してみたいなど、会員になりたいとお考え

の方は、あまり相場に左右されることなく、ご自身

のご予算に合わせた会員権を選んで、お求めいただ

くことをお勧め致します。購入後、相場が下がって

も上がっても、会員権を売ってしまえばメンバーと

してプレーはできません。

　ご購入の際には、プレーを楽しむためというお気

持ちをしっかりと持った上でご購入されれば、後悔

はしないというお話でした。

　次回ご縁があれば、自分に合ったコース選びにつ

いてお話できればと思います。

　　　　　　（株式会社立川ゴルフ　代表）

後悔しない
ゴルフ会員権を買う！

　　　　　　　　　　　広報委員　山 崎 龍 夫

　現在、ゴルフ会員権相場は過去に例を見ない程の

低迷状況にあり、低価格のコースでは数千円で売買

が行われているコースも現実にあります。景気低迷

の影響を受け、供給過多と需要の減少が直接、相場

に反映されているものと考えられます。好景気下で

は、資産価値のある財産として、もてはやされまし

たが、現在のように相場の下落が続くと、更に買い

控えが増え、悪循環という形でさらに低迷している

ようにも思われます。

　元来ゴルフ会員権というのは、ひとつの嗜好品で

あって、一般に広く誰にでも普及する必需品ではな

いはずです。そのことは考えず、相場の上り下りに

注目する、株価と同様に投資的な扱いや見方をして

いることが、相場低迷の悪循環を生む大きな原因で

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

●東京都多摩地区
　・八王子カントリークラブ
　・武蔵野ゴルフクラブ
　・GMG 八王子ゴルフ場
　・東京五日市カントリー倶楽部
　・東京バーディークラブ
　・立川国際カントリー倶楽部
　・相武カントリークラブ
●神奈川県
　・長竹カントリークラブ
●山梨県
　・大月カントリークラブ
　・サンメンバーズカントリークラブ
　・秋山カントリークラブ
　・敷島カントリー倶楽部　　
　・富士レイクサイドカントリー倶楽部
　・富士桜カントリー倶楽部　　　

●千葉県
　・森永高滝カントリー倶楽部
　・スカイウエイカントリークラブ
　・船橋カントリー倶楽部
　・ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
　・鎌ヶ谷カントリー倶楽部
●埼玉県  
　・飯能グリーンカントリーゴルフクラブ
　・鳩山カントリークラブ
　・東松山カントリークラブ
●協力ゴルフ場（期間限定）
　・日高カントリークラブ
　・入間カントリー倶楽部
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　現在、アメリカ合衆国全体では約２万のゴルフ
コースがあるといわれますが、その約70％はパブ
リック・コースです。このため、誰でも気軽に非常
に安い料金でゴルフを楽しむことができます。一方、
日本のゴルフ場は大多数が会員制であり、パブリッ
ク・コースは約10％に過ぎません。しかし、その
歴史は意外に古く、1913年（大正２）、長崎県雲
仙岳山麓の県営公園内に造られた「雲仙ゴルフコー
ス」が最古のパブリック・コースであり、日本で4
番目に古いゴルフ場なのです。「雲仙ゴルフコース」
は2006年（平成18）に「雲仙ゴルフ場株式会社」
としてリニューアルされ、今日でも９ホールのゴル
フ場として営業しています。今回は、この日本最古
のパブリック・コース建設に尽力した人物の生涯に
ついて紹介します。

　長崎は江戸時代から明治にかけて貿易港として特
異な地位を築き、多くの外国人が来日し活躍しまし
た。グラバー邸で有名な貿易商トーマス・ブレイク・
グラバーもその１人です。スコットランド人のグラ
バーは1859年（安政６）に21歳の若さで、シャー
ディン・マセソン商会の代理人として来日しました。
後に、２人の日本人女性と結婚しており、加賀マキ
との間に倉場富三郎をもうけました（1870）。マ
キと別れた後に結婚した淡路屋ツルがグラバーの妻
として知られていますが、マキ、ツルともに婚姻届
は出されていないといわれます。富三郎はグラバー
の元でツルによって実母以上の愛情をもって育てら
れ、旧制中学の学習院を卒業後、アメリカのペンシ
ルベニア大学に４年間在籍し、故郷の長崎に帰って
ホーム・リンガー社に勤務しました。年とともに昇
進を重ね長崎の社交界で重要な存在となった富三郎
は、1899年（明治32）８月に長崎の著名日本人
と外国商人の友好を目的とした「長崎内外倶楽部」
の設立にも貢献しました。また、1907年（明治
40）にリンガー社が「長崎汽船漁業」という新会
社を設立すると同時に専務に就任し、父の故郷であ
るアバディーンからトロール蒸気船を輸入して、漁
獲量を飛躍的に向上させました。後年、富三郎は長
崎近海に棲息する魚類558種700枚と123枚の貝

と鯨の図譜、合計823枚を地元の画家を雇って描
かせており、莫大な私財を投じ21年の歳月をかけ
て、日本四大魚類図譜の一つとされる、通称「グラ
バー魚譜」を完成させました。
　富三郎はアメリカから帰国３年後（1899年6月）
に、英国人商人ジェームズ・ウォルターと中野エイ
夫妻の次女である中野ワカと結婚しています。富三
郎とワカはともに混血であり、ワカは母の死後に父
ウォルターが再婚したため、グラバーに引き取られ
て正式な養女になるなど、富三郎と似た境遇であっ
た事も２人が結ばれた要因なのかも知れません。
40歳代になり長崎の名士となった富三郎と妻のワ
カは長崎市内の蒸し暑い夏から逃れるため、島原半
島の山岳避暑地である雲仙に足繁く出掛けました。
元々、雲仙は山頂へ登る参拝者の旅籠街や地元民の
湯治場でしたが、長崎在住の英国人や海外から訪
れる外国人にも人気となり、1860年代から温泉保
養地として整備が進みました。1911年（明治44）
に県営公園が造られると、内外倶楽部の外国人会員
などから公園内にゴルフコースがほしいとの要望が
高まりました。この計画の発起人には、当時の長崎
県知事、長崎駐在の米国領事、香港上海銀行の長崎
支店長、ホーム・リンガー社重役などそうそうたる
顔ぶれが見られましたが、富三郎は日本人、外国商
人、役人達の仲介役や纏め役など全てを取り仕切り、
造成計画の実質的責任者として奔走しました。そし
て、1913年8月14日に日本初の大衆向けゴルフ
コースをオープンさせており、富三郎は日本ゴルフ
史における「パブリック・コースの父」といっても
過言でない役割を果たしました。
　晩年、太平洋戦争の激化につれて混血である富三
郎夫妻に対する憲兵隊の監視が執拗となり、自宅に
引きこもる日々が多くなる中、ワカが1943年（昭
和18）に急逝し、富三郎はますます孤独となりま
した。そして、長崎に原爆が落とされ終戦直後の
1945年（昭和20）8月26日朝、自邸の部屋で首
を吊って自殺しており、こよなく長崎を愛し日本人
以上に日本人として生きた75年の生涯を閉じまし
た。

日本におけるパブリック・コースの父
大　澤　啓　藏　
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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

　３月17日（土）午後１時30分より、立川商工会

議所会議室において、2012年に改正されたゴルフ

ルールの説明講習会が開かれた。

　当日はあいにく小雨模様の寒い中であったが、

30名の講習参加者があった。

　講演は当協会の豊泉幸夫会長（ＪＧＡ競技委員）

により行われたが、イラストを交えた丁寧な説明が

印象的であった。

　受講者からも、ルールの理解しにくい所や改正点

の確認などの熱心な質問も多くあり、予定時間を延

長し１時間30分に及んだ。

　楽しく正しくプレーするための知識として、大変

有意義な講習会であった。　　　（小野　優　記）

2012年規則改正の講習会開催される

講習風景
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第65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 23 年 10 月 17 日（月）
　会　場：青梅ゴルフ倶楽部／参加団体：29 団体
　　団体戦　7 位　合計 228 ストローク
　　　　　　出場選手：須崎昭平（76）、平野　実（82）
　　　　　　　　　　　柳　秀煕（75）、伊藤泰介（77）
　　個人戦　A クラス　 7 位　須崎昭平（76）
　　　　　　　　　　  29 位　平野　実（82）
　　　　　　B クラス   12 位　柳　秀煕（75）
　　　　　　　　　　  25 位　伊藤泰介（77）　
女子　　開催日：平成 23 年 10 月 18 日（火）
　　　　会　場：東京バーディクラブ／参加団体：27 団体
　　団体戦　13 位　合計 261 ストローク
　　　　　　　　 （出場４名中、上位３名の合計スコア）
　　　　　　出場選手　小俣明美（94）、鈴木千枝子（88）
　　　　　　　　　　　泊美津枝（90）、石川一江 （83）
　　個人戦　　A クラス　 18 位　鈴木千枝子（88）
　　　　　　　　　　　　36 位　小俣明美（94）　
　　　　　　　B クラス　    5 位　石川一江（83）
　　　　　　　　　　　　27 位　泊美津枝（90）

各　種　競　技　会　報　告

東京五日市カントリー倶楽部
〒190-0155　東京都あきる野市網代 745   ℡(042)595-0111

３年間をかけての大改修工事が昨秋完成、

アップダウンが大幅に改善されました。

高原風な景観と戦略的なベント1グリーン

のプレーをお楽しみいただけます。

みなさまのご来場をお待ち申し上げます。

（ホームページをどうぞご覧ください。）

http://www.itukaiti.co.jp/
南コース７番　ビーチバンカーのある Per5

 第7回　東京都グランドシニアゴルフ選
手権競技成績
　開催日：平成 23 年 10 月 21 日
　会　場：武蔵野ゴルフクラブ／参加者数：22 名
　優　勝：須崎昭平　74（37, 37）

第13回　東京都アマチュアゴルフ選手権
（男子の部）競技成績
【予選競技】（第 2 ブロック）

　開催日：平成 23 年 3 月 22 日
　会　場：小金井カントリー倶楽部／参加者数：51 名
　　　9 位　金子　博  84（40, 44）、伊藤泰介  84（39, 45）
　　　18 位　野村　豊　88（45, 43）（34 位タイまで予選通過）

【決勝競技】
　開催日：平成 23 年 4 月 21 日・22 日
　会　場：武蔵野ゴルフクラブ／参加者数：55 名
　　　　　50 位　野村　豊　172（84, 88）

平成23年度 立川市ゴルフ協会親睦ゴル
フ大会成績
　開催日：平成 23 年６月 27 日（木）
　会場：狭山ゴルフクラブ／参加者数：107 名（女性 11 名）



8

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

男性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　柳　　秀煕　　38　36 　74
　準優勝　本田　栄一　　37　38 　75
　第３位　大山　正成　　39　37 　76 
　第４位　小林　勝美　　38　39 　77 
　第５位　豊泉　幸夫　　39　40 　79

女性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　鈴木千枝子　　42　47 　89
　準優勝　泊　美津枝　　47　43 　90
　第３位　三浦　寿子　　46　48 　94 
　第４位　伏見　　薫　　48　46 　94 
　第５位　石川　一江　　47　47 　94

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　小林　勝美　　38　39　77 7.2 69.8 
　準優勝　西村　成王　　41　40　81 10.8 70.2
　第３位　寺島　昭一　　41　44　85 14.4 70.6
　第４位　伊藤　泰介　　36　43　79 8.4 70.6 
　第５位　青木　洋一　　48　48　96 25.2 70.8

平成23年度 立川市民ゴルフ大会成績
　開催日：平成 23 年 11 月 9 日（水）
　会場：東京バーディクラブ／参加者数：58 名（女性 5 名）

 男性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　西村　成王　　37　37　 74
　準優勝　豊泉　幸夫　　37　39　 76

　第３位　須崎　昭平　　39　40　 79
　第４位　原田　昭彦　　39　41　 80 
　第５位　紅林　　太　　42　39　 81

女性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　石川　一江　　37　41　 78 
　準優勝　鈴木千枝子　　43　39　 82 
　第３位　小俣　明美　　44　41　 85 
　第４位　泊美　津枝　　 41　45　 86 
　第５位　橋本　律子　　48　50　 98 

平成24（2012）年度　主な競技会日程
■立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会
　開催日：平成 24 年 7 月 9 日（月）
　会　場：狭山ゴルフクラブ／ 25 組 100 名

■東京都社会人ゴルフ選手権
　開催日：平成 24 年 9 月 10 日（月）
　会　場：東京バーディク　ラブ／男・女

■第66回　都民体育大会ゴルフ競技
　女子　開催日：平成 24 年 10 月 18 日（木）　
　　　　会　場：GMG 八王子ゴルフ場
　男子　開催日：平成 24 年 10 月 19 日（金）
　　　　会　場：武蔵野ゴルフクラブ

■立川市民ゴルフ大会
　開催日：平成 24 年 11 月 7 日（水
　会　場：東京バーディクラブ／ 25 組 100 名
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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。
　　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。

立川市ゴルフ協会　規約

　　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。






