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第2844例会	 平成 31 年 4 月 10 日（水）
（本年度第 34回）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 入来 武久 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 副会場監督
松下 幸夫 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 佐久間 馨 会長

ゲストスピーカー ゴルフプロデューサー 
ランダムアソシエイツ代表 戸張 捷 様

佐久間会長ゲスト 村田 博 様
東京新橋 RC・川崎北 RC 元会員 小林 美和 様
第 2GP ガバナー補佐・川崎とどろき RC 柳下 節子 様
神奈川東 RC 赤堀 和人 様
川崎中 RC 会長 小島 徹 様
川崎中原 RC 会長 小泉 正博 様
川崎鷺沼 RC 東軒 嘉臣 様
川崎中 RC 鹿島 義久 様

出席報告 生垣 繁 出席委員長
会員数 56 名 出席 27 名 欠席 29 名

（対象外 9 名） 出席率 57.45%
前々回訂正 欠席 24 名 MAKE UP 7 名

（対象外 7 名） 訂正出席率 80.00%
欠席者
波木井君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 石原君 
石井君 石坂君 貝田君 上山君 北村君 
洪君 小林君 甲田君 小泉君 柾木君 
三平君 溝淵君 茂木君 野口（隆）君 帯谷君 
大部君 岡本君 関君 世良君 重田君 
色摩君 谷口君 藁科君 山川君 

幹事報告 相良 久征 幹事
他クラブ例会臨時変更

 ●川崎中原 RC
5 月 2 日（木）⇒ 9 日（木）　ホテル精養軒 
点鐘 12：30

委員会報告
第 3 回川崎北 RC 佐久間会長杯および 6RC 合同コンペ

4 月 5 日（金）、ブリストルヒル ゴルフクラブにおいて
開催いたしました。この日は風速 20m にも及ぼうかと
いう強風の中、熱戦が繰り広げられました。「こんな強
い風の中で、プロの競技なら中止だろう」とブツブツ
言いながらラウンドした人も多かったのではないかと
想像します。この強風の中、前半「45」という好スコ
アで回った川野 会員が、流石に風のもっと強くなった
後半は「57」とスコアを落としましたが、前半の好調
を見事に活かしたスコアで優勝しました。おめでとう
ございます。これで、佐久間会長杯の取切戦の参加者 3
名が決まりました。金子 会員、相良 会員、川野 会員です。
最後の一人を決める最終戦は、6 月 13 日（木）に南総
カントリークラブで開催されます。皆さまの参加をお
待ちしております。
第 3 回川崎北 RC 佐久間会長杯結果
優勝：川野 正久 会員
準優勝：柳沢 信夫 会員
第 3 位：金子 房一 会員
第 3 回第 2 グループ 6RC 合同コンペ結果
優勝：川野 正久 会員
準優勝：井田 友花 会員（川崎宮前 RC）
第 3 位：山家 茂夫 会員（川崎宮前 RC）



ナメントが多く行われていました。偶然、米国のトー
ナメントの記事を目にし、米国ではテレビでトーナメ
ントを放映したことで、ゴルフ人気が高まってること
に気が付きました。日本でもトーナメントを開催し、
テレビ中継することで人気が高まれば、ゴルフ人口も
増えるに違いないと考えました。営業しながら、ゴル
フのトーナメント作りを考えるようになり、まずは自
分の会社でダンロップトーナメントを企画・開催しま
した。面白い話をすると、当時の賞金はすべて現金渡
しです。キャッシュで 1,000 万円用意して会場に持っ
ていき、上がって来た選手たちに源泉徴収票と一緒に
渡します。しかし、全員がホールアウトするまで、賞
金の金額がわかりません。同じスコアの選手がいれば、
何人かで均等に分けないとなりません。そんな選手の
人数が奇数の場合で割り切れない場合は、この端数の
お金は誰がもらうのかと議論になりました。賞金を渡
した人には、領収書に署名をもらい、ようやく終了です。
ちなみにこのときの優勝者は、河野高明でした。

今から 47 年前に、スポンサートーナメントの企画書
作りを始め、まずサントリーと産経新聞に持って行き
ました。サントリーの企業イメージをあげるためには、
スポーツイベントが大変有効であり、このイベントを
通して十分に宣伝できることをプレゼンしました。サ
ントリーの当時の専務取締役の鳥居さんが企画に乗っ
てくださり、サントリーオープンのプロジェクトが始
まり、企画だけでなく運営にも関わりました。事業の
費用、賞金、商品、テレビの放映も決まり、作業は進
んでいましたが、そのイベントを事業として、組み立
てなければなりませんでした。まずは、半年以上前に
当時 1,000 万円かけてゴルフ場を一週間程貸切の契約
をし、ゴルフ場のコースコンディションの確認や、プ
ロ協会（JPGA）に行き、日程の交渉、広告のポスター
の企画もしました。それ以外にもテレビの放送の下見
もしなければなりませんでした。私にとっては初めて
の経験ですが、相手にする方々は電通の社員など全て
その道のプロです。判断が難しい場合も、その場その
場で一生懸命対応し、なんとかやり遂げることができ
ました。

また、産経新聞はグループ内にフジテレビ、ニッポン
放送などのメディアを持っています。そこでフジサン
ケイクラシックというトーナメントを作り、テレビや
ラジオ、新聞でゴルフの楽しさを一般の方にまで伝え
られるよう企画しました。第 1 回フジサンケイクラシッ
クのテレビ放映を翌日に控えた金曜日に、放送リハー
サルを行いました。解説者は林 義郎さん、アナウンサー
にとっては初めての経験であり、解説や実況には「？？」
と思われるような言葉が多く、このままでは放映でき
ないとなり、私に白羽の矢が立ちました。「あなたはプ
ロとの付き合いも多く、選手の特徴など様々な情報を

 ●横浜東 RAC 例会のご案内
「平成最後！！みんなで学んでモチベーションに繋げ
よう！例会」
日程：4 月 17 日（水）20：00 ～ 21：30
会場：ホテル横浜キャメロットジャパン
 ●被選クラブ協議会のご案内
4 月 24 日（水）　例会終了後

卓話
ゲストスピーカー ゴルフプロデューサー
ランダムアソシエイツ代表 戸張 捷 様

「ゴルフよもやま話」
私の父は、プロゴ
ルファーの青木 功
が 修 行 時 代 を 過
ご し た こ と で も
有名な、千葉県の
我 孫 子 ゴ ル フ 場
を 作 っ た 創 設 メ
ン バ ー の 一 員 で
した。その父が病
気を患い、私が中
学 3 年生のときに、「俺はもう長くない。今後はお前が
俺の好きなゴルフを続けてくれ。」と懇願されたことが
ゴルフを始めたきっかけです。中学まではラクビーを
やっていましたが、幸いにも進学した慶應義塾高校に
はゴルフ部があり、父の薦め通りに入部しました。そ
の後まもなく、高校 1 年生の 6 月に父は他界しました。

父から譲り受けた我孫子ゴルフ場は、リベラルなゴル
フ場で、高校生の私が週末に通っても、仲間に入れて
くれるような寛大な心を持った年配のメンバーが多く
いました。高校、大学（慶應義塾大学）と我孫子に通い、
一生懸命練習して、学生としてはまあまあな選手だっ
たように思います。

大学を卒業し、進路を考えるにあたり、プロとして生き
ていくまでの実力はなく、またその頃はプロのトーナ
メントもありませんでした。そこで住友ゴム（ダンロッ
プ：本社関西）に就職しました。皆さまご存知のよう
に、この会社にはタイヤとゴルフの事業があり、ゴル
フをやっていた私は、ゴルフ事業に携わるために東京へ
戻りました。代理店を 5 つ程担当し、販売促進に努める
ことになりました。ゴルフボール・クラブ・ウェアを売
るようにと言われましたが、当時のゴルフ人口は 100
万人程で、そんなに需要がありませんでした。そこで、
ゴルフ人口を増やす必要があるのではないかと考える
ようになりました。まずは 10 万人増やせば、その内の
6 万人くらいはダンロップのボールを使ってくれるだ
ろうと考えました。アーノルド・パーマーやジャック・
ニクラウスが強かった時代の米国では、スポンサートー



富士通レディース、森永、三菱電機、伊藤園などのブ
ランドのトーナメントを良い形で運営して、そのスポ
ンサーのブランドを高めることに努力しています。トー
ナメント開催前にはプロアマトーナメントを開催し、選
手に自社の代理店、販売店のオーナーなどとラウンド
してもらいます。選手 1 人につき 3 人の招待者が付き、
若くて可愛い選手とラウンドさせることが、スポンサー
の代理店、販売店のオーナーなどへのサービスとなり
ます。そこでラウンドした選手とまた参加したい、そ
のためにはさらに売り上げを伸ばそうと、販売促進の
潤滑剤としての効果もあります。また、流通系や食品
系の会社がスポンサーになって行われるプロアマトー
ナメントでは、招待されるお客様の多くが地方のスー
パーのオーナーなど、食品販売関係の方が多くいます。
そのような招待者と回った選手は、その方に気に入っ
てもらえると、その後折に触れ、色々なものをいただ
くようになります。それが選手間で伝わり、評判になり、
その方と回りたいという選手も出てくるようです。中に
は毎年、20 名程の選手へ贈り物をしている方もいるよ
うだと聞いています。基本的に女子プロのトーナメン
トが「ドメスティックマーケット」というのは、この
ようなことも含まれています。女子プロ人気が高まり、
スポンサーとの WIN-WIN の関係ができてきました。現
在、女子プロのトーナメントは 38 試合まで増え、今年
は新たに資生堂のトーナメントも始まります。

世界に目を向けると、タイガー・ウッズが色々なスキャ
ンダルを乗り越えて、昨年カムバックし、メジャーに最
も近いと言われているザ・プレーヤーズ・チャンピオン
シップで見事に優勝しました。タイガーが、その試合で
優勝するかもしれないと思われた最終日は、それまで
観客数 3 万人が最高だった会場に、5 万人もの人が来場
しました。プレーするタイガーの周りには、観衆が押
し寄せて、その光景に驚きました。他の選手もタイガー
が復帰したことは、大変に嬉しい出来事だったようで
した。それがわかるシーンが、このとき準優勝だった
ブルックス・ケプカが、ホールアウトした後も、タイガー
が上がってくるまでグリーンサイドで待っていて、上
がってきたタイガーと握手しました。普通はこのような
ことは一切しません。そのくらい、周りの選手もタイ
ガーに感謝していますし、それだけ彼の存在は大きい
のです。今週のマスターズでどれだけの成績を残すか
楽しみです。もし、優勝に絡むような活躍をしたらオー
ガスタナショナルは大盛況になるのではないかと思い
ます。

最後になりますが、私は 2020 年東京五輪の準備委員長
を拝命しています。皆さまご存知のように、会場は霞ヶ
関カントリークラブに決まりました。しかし、五輪が
東京に決まった当初は、ゴルフ競技は東京の若洲ゴル
フリンクスでした。東京の五輪なので、東京でやりた

ご存知ですから、解説者らしいことを言えるでしょう。
ゴルフ場に来る人は数万人だけど、テレビで放映を観
る人は 100 万人います。あなたが持ち込んだ企画に責
任を取りなさい。」とのことで解説をすることになりま
した。私がゴルフトーナメントの企画・運営と解説を同
時にやるようになったのは、これが始まりです。27 歳
で解説を始め、ゴルフ人口も 100 万人から、一番多い
ときは 900 万人にまで増えました。おかげさまで、フ
ジサンケイクラシックは今年で 46 回目を迎えます。

男子トーナメントを企画して 7 年程経過して、女子の
トーナメントを作る話が出ました。当時は樋口 久子く
らいしか強い選手がいませんでしたが、それでも始め
ようと企画書を作り、スポンサーを探しました。しかし、
大体のスポンサーが前向きな反応であるにも拘らず、最
終的には見送りになりました。あるスポンサーに理由
を尋ねると「もう少し、テレビ受けする選手が出てく
るまで、待とう。」とのことでした。

その間、男子は尾崎、青木、中島とスター選手が現れ、
全盛を迎えようとしていました。ただ、男子のスポーツ
は、どうしても世界のレベルの中で、どれだけ活躍で
きるかが試金石となるように感じます。今は松山など
が世界のトーナメントで戦っています。今度のマスター
ズは小平や今平なども出るので、楽しみにしています。
このようにマスターズに行くということが我々の価値
観に繋がります。石川のときも、マスターズ後に女性
ファンも増え、男子のゴルフ人気も上がりました。男
子は世界で活躍しないと評価されません。現在、男子
のトーナメントはどんどん減り、今年は 25 試合のみの
厳しい時代を迎えています。今、ゴルフファンの注目は、
松山が米国でどれだけ活躍してくれるかであり、日本
のトーナメントではありません。

女子のトーナメントを作り始めた当時も現在も、マーケ
ティングをした上でスポンサーを探しますが、スポン
サーは、海外まで名前を売る目的のない会社が多い傾向
にあります。業界用語でいうと女子のトーナメントは「ド
メスティックマーケティング（国内市場）」です。日本
国内だけだと、若くて可愛い選手がもてはやされます。
私は以前より国内マーケットに注目し、女子のトーナメ
ントに力を入れており、その間に生駒 佳与子、宮里 藍、
横峯 さくら、上田 桃子など、どんどんスター選手が生
まれました。最近は沖縄から若い綺麗な選手がどんど
ん排出され、女性のスポーツは、若くて可愛い子をも
てはやすような面があるように感じています。しかし、
中には米国のトーナメントに参戦することで、より自
分の存在位置・価値を見事に見出す選手も存在します。

最近の若い選手は悪びれることなく、同世代の人と話
すように我々にも接します。それも一つの楽しみと
して、女子トーナメントを作っていますし、ヤマハ、 



いというのは理解できますが、実際問題として、この
会場では難しいことを伝え、なんとか霞ヶ関カントリー
クラブに決まりました。しかし、男女平等を謳っている
IOC が管轄する五輪のゴルフ会場が女性は会員になれな
いと、女性差別している会場での開催はいかがなものか
と指摘をされました。さすがにこれは IOC でも問題と
なり、霞ヶ関カントリークラブに女性会員を認めるよ
うに要望を出しました。これに対して霞ヶ関カントリー
クラブの経営陣が応え、2017 年 3 月、会員総会にて女
性会員を認めることが承認されました。現在、霞ヶ関カ
ントリークラブには 3 名の女性会員が入会しています。
選手選出の基準は五輪の始まる 2 週間前のワールドラ
ンキングで選ばれるため、まだわかりませんが、約 45
カ国から男女ともに 60 名が参加予定です。ワールドラ
ンキング 15 位以内のプレーヤーは、一つの国から 4 名
まで参加できます。16 位以下は、一つの国で 2 名ずつ
参加できます。ゴルフ競技の五輪での開催は、リオに
続いての開催です。これを機会に、またゴルフ界が盛
り上がってくれると嬉しく思います。

ニコニコリポート 松下 幸夫 会場監督
東京新橋 RC・川崎北 RC 元会員 小林 美和 様

大変ご無沙汰しております。1 日から新橋 RC にお世
話になっておりますが、なかなか出席できず、まだ馴
染むのには時間が掛かりそうで、よく川崎北 RC を思
い出します。今回、お店の B2 フロアをリノベーショ
ンしまして、カラオケのステージや、キッチンフロア
もかなりおしゃれになりました。ぜひまたお立ち寄り
いただけたら嬉しいです。

第 2GP ガバナー補佐・川崎とどろき RC 柳下 節子 様
川崎北 RC の皆さまには日頃より大変お世話になっ
ております。感謝しております。戸張 捷 様の卓話 

「ゴルフよもやま話」を楽しみにして参りました。
神奈川東 RC 赤堀 和人 様

先日は、佐久間会長、大塚さん、大変お世話になりま
した。本日はよろしくお願いいたします。

川崎中 RC 会長 小島 徹 様
本日はお世話になります。

川崎中原 RC 会長 小泉 正博 様
川崎北 RC ゴルフ同好会の皆さま、先週の 6RC 合同コ
ンペでは大変お世話になりました。本日は、卓話を拝
聴しに参りました。どうぞよろしくお願いいたします。

川崎中 RC 鹿島 義久 様
本日はお世話になります。

川崎中原 RC 戸張 裕康 様
本日はお伺いしようと思っていたのですが、用事が
あり大変失礼します。戸張 捷 様、マスターズでもお
忙しいとは思いますが、応援しております。戸張は、 
千葉の柏から埼玉、東京、神奈川（川崎市高津区北見方）
に分かれたそうです。本日はよろしくお願いいたします。

佐久間 馨 会長、相良 久征 幹事
本日は多くのゲストの方にお越しいただき、ありがと
うございます。戸張 捷 様、ようこそお越しください
ました。卓話楽しみにしておりました。よろしくお願
いいたします。

川野 正久 君
平成最後のゴルフコンペで優勝できました。皆さまの
おかげです。ありがとうございます。

柳澤 信夫 君
先週の第 3 回川崎北 RC 佐久間会長杯で準優勝となり
ました。久しぶりのゴルフで、終日激しい風に悩まさ
れましたが、メンバーに恵まれ参加することに意義が
あるとプレーを楽しんだ結果です。次回もぜひ参加し
ます。

金子 房一 君
先週の第 3 回川崎北 RC 佐久間会長杯で 3 位に入りま
した。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、渡邊 敏久 君 
宮崎 秀樹 君、柳澤 信夫 君

真冬のような寒さですね。体調に気を付けましょう。
本日、戸張先生のゴルフのお話、ワクワクして聞かせ
てもらいます。ありがとうございます。

クルーズ 由美子 君
川野さん、ありがとうございました。

松波 登 君、入来 武久 君、横山 芳春 君、朝山 浩 君 
齊木 貴 君、豊見山 徹 君

本日はゲストスピーカーの戸張 捷 様をはじめ、大勢
のお客さまにお越しいただきました。卓話を楽しみに
しておりました。また、皆さま、どうぞ例会をお楽し
みください。

武田 信平 君
先週 5 日に J リーグ第 6 節、フロンターレ対セレッ
ソ大阪戦が等々力競技場にて行われました。前半、ディ
フェンス陣の隙を衝かれミドルシュートから失点。後
半 49 分に知念のシュートでやっと追いつき、その後
も優勢に進めましたが、得点に至らず、引き分けで終
わりました。なかなか勝ち星には恵まれません。本日
20 時から ACL 第 3 節、蔚山現代（ウルサンゲンダイ）
戦が韓国で行われます。2 勝目を期待したいですね。

松下 幸夫 君
たくさんのお客さまの川崎北 RC 訪問、ありがとうご
ざいます。来月 5 月 19 日（日）にボクシング世界タ
イトルマッチに私の友人である、川崎新田ボクシング
ジム所属の黒田 雅之 選手が挑戦いたします。勝てば、
川崎市にあるジムの所属としては初の世界チャンピオ
ンです。




