




「私のゴルフ履歴書」№１

小　林　勝　美
　　　　　　　　（立川市ゴルフ協会　専務理事）
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　私が第１回の「私のゴルフ履歴書」を担当するこ

とになりました。そこで、ゴルフを始めた当時の思

い出と、長い間競技に出場していて身についたゴル

フ観について、書いていきたいと思います。

　私が初めてクラブを握ったのは９歳の時で、家が

ショートコースを始めたのを切っ掛けに、ごく自然

にゴルフに接するようになりました。

　今ほど気軽にコースに行ける時代ではなかったの

で、それなりに練習をして、初ラウンドは11歳の

時でした。コースは立川国際ＣＣの草花コースで、

当時は子供がゴルフをするのは大変珍しかったた

め、私がティーショットを打つのを見るために、沢

山の人が集まってしまいました。そのため子供なり

に緊張して、１打目は見事に空振りをしてしまいま

した。

　しかし、２打目はナイスショットだったので、集

まった人達から「ウォー」という喚声があがったの

を憶えています。

　初めての試合は13歳の時で、全日本ジュニア選

手権の予選で、コースは浮間ゴルフリンクスでした。

当時は、出場選手の３分の１位は外国人の子供達で、

中学生･高校生の区別もありませんでした。ですか

ら私は、かなり小さく幼い方でした。そのため試合

という緊張感もなく、かなり良いショットを打ちま

した。打ち終わった時に競技役員の方から「君はい

くつかね」と聞かれ、「はい、中学１年です」と答

えたのを今でもはっきり憶えています。この時から

私にとって、ゴルフは試合の中で自分を試すための

ものとなりました。

　20〜30代の頃は、とにかく沢山の試合に出場し

ました。そして成績が良くても悪くても、「こんな

はずではない。自分はもっと出来るはずだ」と言う

思いが強く、とにかく上ばかり見ていた、かなり貪

欲なゴルファーでした。練習も相当しましたが、ゴ

ルフをしていて満足感というものは全くありません

でした。

　それが40代になると考え方が変わり、「自分が

思っている程、自分は出来ないんじゃないか」と思

うようになりました。こう考えられるようになった

ことで、プレー中の自分自身を冷静に見ることがで

き、どんな結果でも素直に受け入れられるようにな

りました。

　そしてプレー中は、つまらない欲を持たない変わ

りに絶対に諦めない。ただその置かれた状況の中で、

出来る事と出来ない事、やるべき事とやってはいけ

ない事、それだけを考えて１打１打に集中するとい

うスタイルが、自分には合っているということが分

かってきました。

　ゴルフは不思議なもので、18ホールにかなりはっ

きりとした「流れ」と言うものがあります。良い「流

れ」の時は、ただ何もしないでその流れに乗ってい

れば、多少のトラブルも乗り切ることが出来ます。

　問題は悪い「流れ」の時で、どうしても何とかし

ようと思ってしまいます。しかし本当は、その悪い

流れにも、素直に乗って流れて行くことです。その

結果良い流れに乗り移れるか、悪いまま流されてし

まうかは、自分ではどうしようもない事だと分かっ

たのです。

　これが私が40年ゴルフを続けて、いま思うゴル

フ観のようなものです。

　最後になりますが、私は長くゴルフを続けていた

お蔭で、色々な経験をし、沢山の人と知り合い、多

くの事を学びました。そしてこれからもゴルフを続

けて行く中で、自分が何を学び、どう成長していく

か、とても楽しみです。

（次号は泊  美津枝さんにお願いします。）
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「メジャー大会のプロアマ戦に

　　　　　　参加してきました」

磯 部　弘 志
（立川市ゴルフ協会　総務委員長）

　この会報誌を手にされる方の多くは、何がしかの

形でゴルフに関連している方々だと思うので、ＪＧ

Ａ主催の日本のメジャー大会である日本オープン、

日本女子オープン、日本シニアオープンのことは良

くご存知かと思います。

　このメジャー大会開催の前にプロアマ戦が開催さ

れるのはご存知でしょうか？

　私、そのプロアマ戦に幸運にも二度も参加させて

いただきました。プロアマ戦が開催される経緯につ

いては、ＪＧＡ関係者の皆様にお聞きしていただく

として、会報誌に載せていただく機会を頂戴しまし

たので、そのときの感想なんぞを載せさせていただ

きます。

　まず始めに、何で私のような腕前のゴルファーが

日本のメジャー大会のプロアマ戦に参加できるの

か？ということですが、それはＪＧＡの個人会員だ

からなんです。毎年、7月中旬くらいに、JGA個人

会員宛にプロアマ戦参加の応募資料が届きます。三

大会のうちいずれか一つを選択して応募します。つ

まり抽選ということですね。

　私は、2008年日本女子オープン、2012年日本オー

プンの各プロアマ戦に参加することができたのです。

ラッキーでした！

　2008年日本女子オープンは、新潟県の紫雲ゴル

フ倶楽部での開催でした。李知姫プロが優勝した大

会です。プロアマ戦は大会初日の前々日、つまり火

曜日に開催されます。プロ1名に対してアマ3名が

チームになり、各ホール・各ショットでベストボー

ルマッチで戦います。パターも同じラインから4回

打てますので、

勝敗の鍵はバー

ディーがいくつ

取れるかという

ことになります。

私のチームは、

山口裕子プロと

千葉から参加された男性アマ２名でしたが、チーム

ワークよく（役割分担がうまくいったようで）、確

か12アンダーで優勝してしまいました。そのとき

いただいたのはバカラの置物、ネットワーク対応

ファクシミリ機でした。

　また、宮里藍さん、上田桃子さん、横峰さくらさ

んなど多くの一流プレーヤーにサインをもらえたの

もいい思い出です。

　2012年日本オープンは、皆様も記憶に新しいか

と思いますが、沖縄県の那覇ゴルフ倶楽部での開催

でした。久保谷健一プロがみごと逆転で優勝した大

会ですね。多くのプロが、経験したことのないよう

な強風と特有の芝に悩まされたコースでした。

　私もティーショットでちょっと曲がってラフに

入ったボールは、落ちどころはわかるのですがその

場に行ってみたらボールが消えているということが

３回ありました。今回は、P.シーハンプロと熊本か

ら参加の男性アマ、埼玉から参加の女性アマとラウ

ンドしました。結果は７アンダーということで41

チーム中で確か22位だったでしょうか。

　このプロアマ戦の応募総数がどれくらいで抽選倍

率がどれくらいなのかはわかりませんが、幸運にも

２度プロといろいろとおしゃべりしながらゴルフを

させてもらえた、しかも日本のメジャー大会を開催

するセッティングのゴルフ場でプレーできることが

できたことは、競技志向のゴルファーではありませ

んが、ゴルフを生涯の趣味として続けていこうとす

るゴルフ愛好家の私にとって貴重な体験となりまし

た。

　次は日本シニアオープンのプロアマ戦に参加して、

メジャー大会プロアマ戦のグランドスラムを目指し

ます？！
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練習に来ることができるコースの話や、自分のゴル

フカートを車に積んでゴルフ場に行く人がいると

いう話を聞いて、アメリカ人は合理的にゴルフを楽

しんでいるという感じがしました。

　そしてこの両国に共通していることは、それぞれ

の人が自分なりにゴルフと接し、心から楽しもうと

いう姿とその環境があることです。

　そして日本ですが、もちろん日本にも素晴らしゴ

ルフコースはたくさんあります。しかしそこでプ

レーする人間が画一的で、楽しもうという気持ちが

少ないような気がします。（これは私自身のことか

もしれませんが）

　ゴルフには人それぞれの楽しみ方がたくさんあ

り、それを見つけることができればもっとゴルフの

奥深さを知ることができるということに気づきま

した。私にとって今後ゴルフをプレーしていく中で

とても参考になる有意義な講習会でした。

大澤先生ありがとうございました。

（文責：小林勝美）

　さる４月12日、アイムに於いて大澤先生による

標記の講習会を開催し、たくさんの方々にご参加い

ただきました。先生にはたくさんのスライドと興味

深いお話をしていただき、私も大変勉強になりまし

た。

　私がまず感じたことは、英米の人達はゴルフを本

当に楽しんで、また普段の生活のすぐ近くにゴルフ

があるのではないかということです。イギリスのリ

ンクスコースのスライドの中に手引きカートでプ

レーする４人の男性の姿がありました。その姿は肩

肘張ったところがなく、本当にゴルフ場の風景の中

に溶け込んでいるようでした。

　また競馬場の中にあるゴルフ場では、まずパブが

あってそこに人が集まり、その後ゴルフ場が作られ

たということでした。私は「馬が走ったら芝生が痛

む」だとか「競馬場のラチは動かせない障害物」な

どと考えてしまいますが、おそらく地元の人達は

もっと大らかな気持ちでゴルフを純粋に楽しんで

いるのだろうと思います。

　これらの話を聞いて、やはりイギリスはゴルフ発

祥の地であり、ゴルフの原点というものを強く感じ

ることができました。

　アメリカはゴルフ場も多種多様であり、名門と言

われるところから気軽に回れるパブリックコース

まで、幅広く存在しているところにスケールの大き

さを感じました。特に地元の人々が自由にパターの

立川市ゴルフ協会会員講習会

「英・米・日のゴルフ文化比較」
　　　　　　　　　　　　　　開催される

日時：平成25年４月12日（金）　午後７時〜

会場：立川市女性総合センターアイム

講師：大　澤　啓　蔵　氏
　　　亜細亜大学　国際関係学部多文化コミュニ
　　　ケーション学科教授

地元メンバーのプレー風景（セルカークゴルフクラブ9番ホール、
スコットランド）

マイ乗用カートをゴルフコースに運ぶゴルファー
（ワシントン州、アメリカ）
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　本誌、第7号（2011年号）において日本とスコッ

トランドのゴルフブームについて紹介しました。主

な内容は、日本では第二次世界大戦以降に3回のゴ

ルフブームがあったこと。そして、ゴルフコースの

増加数とゴルフブームが起こった当時の社会背景

についても述べました。一方、スコットランドでは、

日本の約百年前にゴルフブームが起こり、1880年

から1909年の30年間に223コースが造られまし

た。それ以前は、最初のゴルフ団体である「エディ

ンバラ・ゴルファーズ」が誕生した1744年から

1879年までの135年間に造られたゴルフコースは

約50コースであり、4分の1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、当時はブル

ドーザーなど大型重機によるコース造成ではなく、

殆どが手作りであったことを考えれば､当時のゴル

フ熱が非常に高いものであったことなどについて

述べました。今回は、前述したスコットランドにお

けるゴルフブーム期の状況と、ゴルフブームが起

こった当時の社会的背景について詳しく紹介した

いと思います。

　イギリスでは18世紀末に産業革命が起こりまし

た。1760年代に紡績機が発明され、1780年代に

は力織機も発明されて綿工業が革命的に変化しま

した。それまで、家庭や荘園で行われていた家内工

業的な作業から、新型機械を導入して製造工程を体

系化した工場が作られ、多くの労働者によって製品

を大量生産することが可能になりました。これに伴

い、農村部から多数の労働者が都市部に流入するこ

とになり、人口の都市集中化が進みました。スコッ

トランドにおいても同様な状況であり、1881年か

ら1911年の20年間における首都エディンバラの

人 口 は、295,000人 か ら400,000人 へ と 約30 ％

増加しており、商工業都市であるグラスゴーでは

587,000人から1,000,000人へと2倍近くに増加し

たといわれます。

　交通機関についても、1804年にリチャード・ト

レヴィシックが蒸気機関車を発明し、ジョージ・

スチーブンソンの改良によって実用化されました。

1830年代にはスコットランド各地に鉄道網が整備

された結果、物資輸送が飛躍的に増大するとともに

人々の行動範囲も拡大することになりました。産業

革命による経済発展は資産家や中産階級を出現させ

ることになり、庶民も余暇時間の増大とレジャー活

動が活発化しました。スコットランドのゴルフに関

しては、1880年〜 1909年の30年間に223コー

スが造られたことは既に述べましたが、このうちエ

ディンバラでは18コース、グラスゴーとその周辺

には47コースが造られ、この2大都市とその周辺

だけで、スコットランド全体の約30％のゴルフコー

スが造られたことになります。さらに、大都市に比

較的近い島や海岸地域でもリゾート開発が急速に進

みました。その中で、鉄道会社は沿線郊外に「カン

トリー ･ホテル」と呼ばれるゴルフコース付きの高

級ホテルを建設しました。

　カントリー・ホテルの代表例として、グラスゴー

＆サウス・ウエスタン鉄道は1907年に、グラスゴー

から2時間ほど南下したターンベリー郊外の大西洋

に面した高台に、オレンジ色の屋根と白い壁の瀟洒

なホテルを建て、海岸沿いに「エイルサ・コース」

と「キンタイア・コース」の２つのゴルフコースを

造りました。「ターンベリー」では全英オープンが

過去4回開催されおり、スコットランドを代表する

リンクス・コースの1つになっています。カレドニ

アン鉄道は1924年に、パース（Perth）の約30㎞

西にあるアウキテラーダーに、2005年の主要国首

脳会議（サミット）で有名になった世界一流の「グ

レンイーグルス・ホテル」を建て、ジェームス・ブ

レイドの設計で「キングス・コース」と「クイーン

ズ･コース」を造りました。1928年には「ウィー・

スコットランドのゴルフブーム

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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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」が造られ、1974年に「プリンセス・コース」

と改称されました。さらに、1993年にはジャック・

ニクラウスの設計による「モナーク・コース」が造

られており、2001年に「PGAセンチュネアリー ･

コース」と改称されました。グレン・イーグルスの

コースは内陸にあるために、これまで全英オープン

は開催されていませんが、キングス・コースでは世

界的な大会が数多く開かれています。

　ところで、ゴルフブームが終息した1910年以降

については、スコットランド全土にわたってゴル

フコースが毎年少しずつ造られて来ており､現在は

500以上のゴルフコースがあるといわれます。ス

コットランドを旅して地方の小さな田舎町に行く

と、殆どと言って良いほど町ごとにゴルフコースが

あります。そこでは、地元住民によって地域に密着

したクラブ運営が行われており、子供から老人に至

るまで多くの人々が、安い料金で気軽にゴルフを楽

しんでいるのです。

                                                                                 

ワンポイントアドバイス�
＝ドロッピング篇 ①＝

■ドロッピングは正確に行いましょう�
　一般プレーヤーに最も多い規則違反行為は、ドロ
　ッピングであると言われます。ドロッピングは
　どのような場合に、誰が、どのような方法で行
　うのか？　また、ドロッピングが成立する条件
　とは？　再ドロップとは？、違反の罰は？など
　など正しいルールで楽しいゴルフをしましょう。

◎ドロップを要する場合
　１罰のもとに救済および罰なしの救済を受ける
　場合
　◆１罰による救済の場合
　　ウォーターハザード／アンプレアブル／紛失
　　球／ＯＢ
　◇無罰による救済の場合
　　暫定球／動かせない障害物／異常なグラウン
　　ド状態（修理地など）／地面にくい込んでい
　　る球／目的外のグリーン／球が局外者の上や
　　中に止まった場合

◎ドロップすべき場合なのにプレースしたり、プ
　レースすべき場合なのにドロップして次のスト
　ロークを行うと２打罰を課されます。
　なお、次のストロークを行う前に正しい方法で訂
　正すれば罰は課されません。



6

第66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 24 年 10 月 19 日（金）
　会　場：武蔵野ゴルフクラブ／参加団体：30 団体
　　団体戦　5 位　合計 239 ストローク
　　　　　　出場選手：須崎昭平（77）、平野　実（87）
　　　　　　　　　　　柳　秀煕（83）、井上　太（79）
　　個人戦　A クラス　 1 位　須崎昭平（77）
　　　　　　　　　　  31 位　平野　実（87）
　　　　　　B クラス   11 位　井上　太（79）
　　　　　　　　　　  24 位　柳　秀煕（83）　
女子　　開催日：平成 24 年 10 月 18 日（木）
　　　　会　場：GMG 八王子ゴルフ場／参加団体：26 団体
　　団体戦　18 位　合計 267 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（86）、石川一江 （90）
　　　　　　　　　　　金原淑子（91）、浅田トヨ子 （101）
　　個人戦　　a クラス　 18 位　小俣明美（86）
　　　　　　　　　　　　33 位　金原淑子（91）　
　　　　　　　b クラス　 29 位　石川一江（90）
　　　　　　　　　　　　49 位　浅田トヨ子 （101）

平成24年度 立川市ゴルフ協会
親睦ゴルフ大会成績
　開催日：平成 24 年 7 月 9 日（月）
　会場：狭山ゴルフクラブ／参加者数：103 名（女性 9 名）
男性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　須崎　昭平　　38　38 　76
　準優勝　小林　勝美　　39　37 　76
　第３位　伊藤　泰介　　37　40 　77 
　第４位　柳　　秀煕　　41　37 　78 
　　　　　本田　栄一　　38　40 　78
　　　　　井上　　太 41　37　 78
女性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　石川　一江　　44　46 　90
　準優勝　小俣　明美　　50　46 　96
　　　　　浅田トヨ子　　49　47 　96 
　第４位　鈴木千枝子　　48　50 　98 
　　　　　金原　淑子　　49　49　 98
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　豊泉　幸夫　　38　41　79　10.8　68.2
　準優勝　山下　　明　　39　45　84　15.6　68.4
　第３位　須崎　昭平　　38　38　76　  7.2　68.8
　第４位　青木　洋一　　43　47　90　20.4　69.6
　第５位　石井　　尚　　40　40　80　  9.6　70.4

各　種　競　技　会　報　告

平成24年度 立川市民ゴルフ大会成績
　開催日：平成 24 年 11 月 7 日（水）
　会場：東京バーディクラブ／参加者数：60 名（女性 7 名）

 男性グロスの部　　　　  OUT    IN     GROSS
　優　勝　久田　　謙　　36　37　  73
　準優勝　森田　次郎　　35　41　  76
　第３位　金丸　　智　　33　43　  76
　第４位　小林　勝美　　38　39　  77 
　第５位　紅林　　太　　39　39　  78
 女性グロスの部　　　　  OUT    IN     GROSS
　優　勝　鈴木千枝子　　40　43　  83 
　準優勝　三浦　寿子　　41　45　  86
　第３位　金原　淑子　　44　45　  89 
　第４位　浅山　啓子　　43　49　  92
　第５位　浅田トヨ子　　51　43　  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　金丸　　智　　33　43　76　  7.2　66.8
　準優勝　宮崎　秀治　　43　39　82　12.0　70.0
　第３位　平野　　実　　41　41　82　12.0　70.0
　第４位　久田　　謙　　36　37　73　  2.4　70.6
　第５位　小林　勝美　　38　39　77　  6.0　71.0 

平成25（2013）年度　
６月からの主な競技会日程

■立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会
　開催日：平成 25 年６月 17 日（月）

　会　場：狭山ゴルフクラブ／ 25 組 100 名

■第９回東京都社会人ゴルフ選手権
　開催日：平成 25 年 9 月 12 日（木）

　会　場：相武カントリークラブ

　　（全国都道府県対抗アマ選手権予選）

■第３回東京都女子社会人ゴルフ選手権
　開催日：平成 25 年 9 月 12 日（木）

　会　場：相武カントリークラブ
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協 賛 名 刺 広 告
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。

なお、柳　英𤋮様より同額のご協賛を頂きました。感謝申し上げます。

株 式 会 社  ア  サ  ミ

代表取締役　浅 見 英 明

　　　　　　〒190-0002
　　　　　　立川市幸町１−18−１
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 6−1 3 6 6
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 6−5 6 7 0

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 042−5 4 8−7 5 0 0
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 4 8−7 5 0 1

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 042−5 3 4−0 1 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 7−2 2 1 1

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 042−5 2 5−2 6 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 5−2 6 1 2

㈲イノウエコーポレーション

代表取締役　井 上 　 太

　　　　　　〒190-0011
　　　　　　立川市高松町１−５−２
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 4 8−0 5 4 8
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 3−8 8 8 9

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 042−5 3 6−2 2 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 6−8 7 0 0

豊 泉 興 業 株 式 会 社

代表取締役　豊 泉 幸 夫

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

山 口 会 計 事 務 所

　　　　　　山 口 貞 夫

　　　　　　〒190-0004
　　　　　　立川市柏町４−45−６
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 7−3 1 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 7−1 0 0 1

税　理　士
行 政 書 士
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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）






