（2019 年）平成 31 年 3 月 19 日 No 33 2018～2019 年度（第 3282 回会報）
会員数 104 名 出席者数 51 名 出席率 55.4％ 前回修正率 69.6％
MU 会員 渡邊肇会員（新潟ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

福島範治様（ゲストスピーカー）髙山哲男様（栃木県ゴルフ場協議会事務局長）
新入会員紹介（阿部欣文会員）

本日入会されます大澤章利様をご紹介させて頂きます。㈱ネットコア代表取締役会長をされています。
ソフトウエア開発をされています。ご住所は、宇都宮市駒生です。前職は、航空自衛隊に努めておられま
した。KKC に入社され、そこから独立して今の会社を設立され、一昨年娘さんに社長を譲られました。
趣味は、読書とツーリングです。
大澤章利様

(株)ネットコア 代表取締役会長
趣 味：読書 ツーリング
推薦者：木村正樹会員 阿部欣文会員
所 属：ニコニコボックス委員会

幹事報告（熊本勇治幹事）

本日、パスト会長会議を 13 時 40 分から開催致します。宜しくお願い致します。
渡邊定夫会員転勤挨拶

4 年間御世話になりました宇都宮ロータリークラブを卒業になります。4 月 1 日付で、大宮へ行きま
す。今思えば、私のロータリー活動は初めてでした。経営者の皆さんに「社会貢献とは、どんな事をする
のか」という議論を色々開かせて頂きました。卓話を 2 回させて頂きました。100 年委員会・テーブルミ
ーティング等経験させて頂きました。大変御世話になりました。
町田卓大会長エレクト 告別式の御礼

先週の木曜日、父の告別式を行ないました。宇都宮ロータリークラブの皆様に、ご会葬を頂きまして本
当に有り難うございました。この場をおかり致しまして御礼を申し上げます。どうも有り難うございま
した。
宮本隆昌会員 告別式の御礼

先週の土曜日と日曜日に私の母の通夜・告別式にご参列ご会葬頂きまして、大変有難うございました。
この場をおかり致しまして、改めて御礼をさせて頂きます。有難うございました。

ロータリー財団委員会報告（佐々木英典委員長）

昨年の 9 月と 10 月にロータリー財団の特設コーナーを設けさせて頂き、皆様にお声を掛けてから半年
近く経ちました。その時に多くの皆様からご寄付を頂きまして有り難うございました。クラブの目標と
しまして、年間 1 人 150 ドルです。日本円で約 17,000 円です。1 万円は、皆様よりお預かりをしており
ます。残り 7,000 円ですが、ミリオンダラーミールが 3 回 X800 円で 2,400 円（お一人）7,000 円－2,400
円＝4,600 円です。
4,600 円を何とかクリアーしたいと、
次回以降受付にてご協力を頂きたくおもいます。
宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会（石島洋委員）

誕

生

祝：佐々木英典会員

結

婚

祝：岡﨑善胤会長 町田卓大会長エレクト

快 出 席 祝：阿部欣文会員
町田卓大会長エレクト：父の葬儀の際、御世話になりました。
渡邊定夫会員：4 月で異動になります。4 年間有り難うございました。
プログラム紹介（プログラム委員長 岸本卓也委員長）

本日は、栃木県ゴルフ場協議会副会長の福島範治様に「栃木県ゴルフ振興基金について」という演題で
卓話をお願いしております。福島様は東京都のご出身で、現在(株)鹿沼カントリー倶楽部の代表取締役社
長を務められております。その他、一般社団法人栃木県ゴルフ振興基金理事、一般社団法人関東ゴルフ連
盟理事を務められております。1993 年 3 月青山学院大学ご卒業後、第一勧業銀行（現・みずほ銀行）に
入行され、1998 年 11 月鹿沼カントリー倶楽部に入社されました。2008 年 4 月より代表取締役社長をさ
れております。宜しくお願い致します。
卓話「栃木県ゴルフ振興基金について」
(株)鹿沼カントリー倶楽部 代表取締役社長
栃木県ゴルフ場協議会 副会長

福島範治

様

こんにちは。只今ご紹介を頂きました栃木県ゴルフ場協議会副会長の福島と申します。本日は、栃木県
ゴルフ振興基金についてお話をさせて頂きます。この様な機会を与えて頂き
まして、改めてこの場をおかりして御礼を申し上げます。パソコンでご説明
をさせて頂きます。
先ず市場の環境をお伝え致します。何故この振興基金をスタートさせたのか
目的をお伝えして、具体的に何をすすめていくのか？その内容に付いて事業
計画・振興基金の内容をお伝えしていきたいと思います。皆様は、ゴルフを
される機会が大変多いとお聞きしております。ゴルフ振興基金という言葉を耳にしたり、プレーヤーの
皆様から基金のご協力を頂く機会が多くなってくると思いますので、ご理解を頂ける機会になればと思
います。
ゴルフ場協議会という団体について、話をさせて頂きます。現在栃木県には 129 のゴルフ場がありま
す。その内 102 コースが、栃木県ゴルフ場協議会に所属をしております。102 コースの従業員数は、4000
名弱です。正社員やパートさんです。102 コースで、年間 420 万人のお客様がご来場されます。ゴルフ
利用、平成 28 年 23 億円の歳入がありました。県内において、大きな事業の一つになっております。ゴ
ルフマーケットが期待されているのは、オリンピックの種目になったことです。リオ・オリンピックで、
日本人はメダルに届きませんでした。東京オリンピックでは、埼玉県の霞ヶ関カンツリー倶楽部で競技

が行なわれます。2022 年の栃木国体でもゴルフが行なわれます。日本が掲げている未来投資戦略でも 1
つのテーマとして、スポーツを核とした地域活性化がいわれております。ゴルフマーケットのこれから
と身内の事情を二つ重ねた時に振興基金は今動かなければならないテーマという事が、私達がスタート
したきっかけです。
市場観点についてです。1 つは、ゴルフ人口の推移です。2 つめは、ゴルフ場の県別推移です。3 つめ
は、人口 10 万人あたりのゴルフ場数です。1 つめのゴルフ参加人口は、レジャー白書に出ております。
2016 年までの数字で見ますと、約 550 万人です。2003 年の数字と比べて 4 割以上減少しているのが実
態です。ゴルフ人口が半分位になっている、日本全体でかなり少なくなってきている事が私達にとって
大きな課題です。2 つめの県別推移 2016 年 12 月のデーターで、日本で一番ゴルフ場の多い県は兵庫県
です。数年前まで一番多かったのが北海道ですが、この数年ゴルフ場の閉鎖が相次ぎ今では 3 位に転落
をしています。栃木県は 129 コースです。栃木県もゴルフ場の閉鎖がおきております。ゴルフ場の閉鎖
数トップ 10 だけ見ても、年間で 30 コース近くになっています。ゴルフ人口の減少と共にゴルフ場閉鎖
という変化の時代にきています。3 つめ、人口 10 万人あたりのゴルフ場数は地域の中に置くゴルフ場の
役割を見たときに、人口 10 万人でどの位の数字になるだろうと算出したところ、栃木県が全国 1 位の数
でした。人口 10 万人あたりの件数、6.55 コースダントツのゴルフ場数です。余談ですが、世界で一番ゴ
ルフ場の人口比が多い国は、ニュージーランドです。人口 400 万人の中に 400 コースあります。日本で
10 万人あたりのゴルフ場数が少ない都道府県は、東京都・神奈川県・埼玉県です。
大きく分けた 3 つの観点から今回振興基金をするに際して必要なポイントをお話致します。１つめ、
新しいゴルファーを増やしてゆく事が必要とされていることです。２つめ、子供さんから高齢の方まで
出来る唯一のスポーツと思っています。同時に芝の上を歩くという事で認知予防に良いという研究成果
が、国立長寿医療研究センターによって言われています。ゴルフを通じて記憶力が改善されるというデ
ーターで証明されております。生涯スポーツとして長く続けていくゴルフとゴルフ場自体が地域コミュ
ニティーの役割を果たして行く必要があると思います。単独から県単位で動いてゆく必要性、その為に
も振興基金を立ち上げようと、この様につながっています。多くのゴルフ場が協力し合いながらゴルフ
人口を増やし、少しでも長くゴルフを続けて頂ける様な環境作り、地域の中でゴルフ場が果たす役割を
新たに生み出していく、これらの事がますます必要になるのではと振興基金を立ち上げに至った訳です。
この振興基金を立ち上げるに際し、4 つの明確な理念を掲げました。
１栃木県内のゴルフ界を活性化し、競技の充実、ゴルフマーケットの拡大を図り、スポーツによる地域経
済活性化および地域社会への貢献に寄与する。
２ジュニア育成・若年ゴルファー育成・初心者育成等の事業を推進し、新規ゴルファーの創出と既存ゴル
ファーのプレー頻度の向上を図り、ゴルフ人口の拡大を目指す。
３既存プレーヤーのゴルフプレーの継続・健康維持の観点から健康産業としてのゴルフ普及に貢献する。
４上記を通し栃木県内におけるゴルフ人口の拡大とゴルフ市場の活性化を図り、ゴルフ環境を充実させ
県内ゴルフ場協会の自立的好循環の実現によるゴルフの発展と普及を目指す。
以上の理念で振興基金を立ち上げました。この理念を大きな目的としてスタートしております。ゴルフ
のスポーツとしての良さをいかにつなげてゆく、今のゴルファーの方達により良い環境やより良い状況
でプレーを続けて頂く、これまでゴルフ界を支えて下さった先輩のプレーヤーの後をつないでいくジュ
ニア・若手のゴルファーにつなげてゆく生涯スポーツの振興を図って参りたいと考えております。
ゴルフ振興の為に主たる事業の７大プロジェクトを立案しました。
１ミドル・シニアゴルファーいきいきプロジェクト
１日でも長くゴルフを続けて頂く為の活動・ロングライフゴルフへの提案
２若年＆女性ゴルファー育成プロジェクト

20 代後半から 30 代前半のゴルフ参加率を 10％強へ 若年＆女性ゴルファー支援の活動
３ジュニアゴルファー育成プロジェクト
小中学生がゴルフに興味を持って、ゴルフに触れ・参加するきっかけを作る 裾野を広げる
ジュニア活動
４初心者育成プロジェクト
初心者育成への支援活動展開 初心者が途中でゴルフを止めない環境づくり
５栃木県国内インバウンドプロジェクト
ゴルフ交流人口の拡大を目指す活動 県内のゴルファーが栃木県のゴルフ場でプレーを増やして
頂ける取組み
６地域振興支援プロジェクト
ゴルフ振興を通じて、栃木県各地域の地域振興を図る活動 地域振興に繋がる支援施策を展開し、
地域活性化に貢献する
７競技人口拡大・競技参加率向上プロジェクト
既存競技の更なる充実と競技ゴルファーへの支援を図る活動
プラス１という事で、災害基金です。災害時に早期対応が出来る基金も、これから設立していこうと考え
ています。
栃木振興基金の概要です。栃木県ゴルフ振興基金は、平成 31 年 1 月 1 日よりスタートしました。今回
お願いしているのは、18 歳以上の来場ゴルファーの人からプレー時に 1 名につき 50 円のゴルフ振興基
金へのご協力をお願いする事になりました。お預かりした 50 円につきましては、栃木県ゴルフ振興基金
の事業推進委員会にて活動計画立案して実行して参ります。皆様からお預かりした基金ですので、毎年 9
月末に決算報告を行ない、ホームページや新聞等通じ活動事業の報告を実行して参ります。現在スター
ト時点で 18 コースでしたが、この 4 月から参加するゴルフ場が 2 ヶ所増え、20 ヶ所の予定です。是非
プレーヤーの皆様のご理解とご協力この主旨のご理解を頂きまして、ご支援を賜りたくこの場をお借り
してお願い致します。本日は有り難うございました。
【3 月卓話】
3 月 19 日（火）
「栃木県ゴルフ振興基金」について
福島範治様

(株)鹿沼カントリー倶楽部 代表取締役社長

3 月 26 日（火）例会休会
【4 月卓話】
4 月 2 日（火）
「Road to Tokyo」～東京への道のり～
駒﨑茂様

茨城県古河市 医療法人 仁寿会 総和中央病院
地域連携推進室勤務

4 月 9 日（火）
「とちぎの地酒で乾杯」
菊地正幸様

宇都宮酒造㈱代表取締役

4 月 16 日（火）
「市政について」
佐藤栄一宇都宮市長
4 月 23 日（火）夜間例会 クラブフォーラム
4 月 30 日（火）休会

栃木県酒造組合会長

＝当日の食事＝
ポークジンジャー
グリーンサラダ
ライス
コーヒー

会報担当：飯村

悟 会員

画像担当：菅谷 隆臣 会員

