
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ゲイリーＣ．Ｋ．ホアン [台　 湾]
佐 々 木 昌 敏 [小千谷]
菊 池 渉 [三   条]

会 長 佐 々 木 常 行
幹 事 松 﨑 孝 史
Ｓ Ａ Ａ 馬 場 眞 樹

事 務 局 〒955-8666三条市旭町2-5-10

 TEL 0256-35-3477　FAX 0256-32-7095
E-mail info@sanjo-minami.jp

URL http://www.sanjo-minami.jp

三条信用金庫 本店内

国 際 ロ ー タ リ ー 会 長
第 2560 地 区 ガバ ナ ー
第４分区ガバ ナー補佐

先々週の出席率 

会長挨拶 
三条南ロータリークラブ 

会長エレクト 

星 野 健 司 
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先々週のメークアップ 

会員52名中41名

三条ＲＣより　　斎藤弘文君

米山奨学生　　　レジェス メンデス ホセ ルイス君

2/26 加茂ＲＣへ 佐々木常行君　田代徳太郎君　吉沢栄一君

91.67%（2/16）

ヴィジター 

佐々木会長欠席のため、代理で挨拶をさせていただきま

す。三条クラブより斎藤弘文様、米山奨学生 ホセ君、よう

こそおいで下さいました。どうぞ最後までごゆっくりとお

過ごし下さい。 
 

本日は、2/21 新潟市で行われた「PETS（会長幹事エレ

クト研修セミナー）」の様子をお話しさせていただきます。 

2015 年、ロータリーは 110 周年を迎えます。国際ロ

ータリーは今年度、ロータリアン 3 世でありスリランカ出

身 61 歳、K.R.ラビンドラン会長が就任されます。そして、

2015-16 年度 のテーマとして 『 Be a Gift to the 

World』を掲げられました。日本語訳では『世界へのプレゼ

ントになろう』というものです。 

その内容は、私たちは生まれてから、その生命や愛情、教育

などたくさんのものを享受してきました。今、ロータリアン

として、その預かりものをお返しするのです。人間の価値は

どれほど得たのではなく、どれほど与えたのかにより判断

されます。ロータリーを通じて、才能、知識、能力、努力、

献身、熱意といった『Gift』を世界に届けることで、誰かの

人生、そして世界に真の変化を起こすことが、このテーマに

込められています。 
 

また、山本和則ガバナーエレクトは RI 会長のテーマをも

とに「夢（Gift）を明日につなげよう」をテーマに掲げ、4
つの行動指針を発表されました。 

1 つ目は、「奉仕の理想の原点に帰ろう」というもので

凡事徹底、「四つのテスト」を念頭において行動しよう。  

2 つ目は、「環境変革への対応を考えよう」で変えては

ならないものは何か、変えなければならないものは何かを

常に考えよう。  
 



3 つ目は、「公共イメージの向上を図ろう」で変更されたロゴの重要性を理解しよう。 

4 つ目が、「継続は力です」ということで、会員増強で 5％の純増、財団への１人 150 ドル以上の寄付、米 

山奨学への１人 20,000 円以上の寄付というものです。 
 

最後に分区セミナーが行われ、いよいよスタートだなという気になったことをご報告させていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～  3月 2日  17,000円 

今年度累計 534,000円 ～  
 i 

星 野 君 本日は、佐々木会長に代わり挨拶を
させていただきます。
内藤さん、卓話ご苦労様です。

松 﨑 君 本日の卓話 内藤さん よろしくお願い
いたします。

坪 井 君 春は名のみの･･･でまだまだ風は寒い
です。
内藤さんの卓話、楽しみに。期待して
おります。

内藤さん、卓話楽しみにしております。

坂井君、野崎君、船久保君

先回の卓話で、鈴木武さんより「ロ
ータリーの歴史」をお聞かせいただ
き、ありがとうございました。

黄砂が降る時期となりました。
車を洗っても無駄です。

大渓君、佐藤(秀)君、佐藤(嘉)君、滝口君、

田中君、銅冶君、西巻君、渡邊(光)君

ＢＯＸに協力いたします。

春は名のみの風の寒さよ・・・。
ボックス担当ということで。

丸 山 ( 征 ) 君

馬 塲 ( 信 ) 君

鈴 木 ( 武 ) 君

松 﨑 孝 史  幹事 

佐々木ガバナー事務所より 「2015～16年度ロータリー財団地区補助金の活用に係る申請受付について」 

2015～16 年度（山本年度）で実施される奉仕プロジェクトの申請を次の方法で受付 

①申請は年 1 回       ②申請時期は、事業を実施する年度の前年度の 3 月末日まで 

③申請には次の 2 つの要件を満たすことが必要 

 ・資格認定覚書（ＭＯＵ）に署名し、提出すること 

 ・地区の第 2 回財団セミナー・補助金管理セミナーに参加すること 

山本ガバナーエレクト事務所より 「2015―16年度地区研修・協議会」開催のご案内 

日 時     2015 年 5 月 10 日（日） 10：00～17：30 

会 場     ホテルオークラ新潟 

出席者     2015－16 年度地区役員 クラブ会長、幹事、クラブ奉仕Ａ、クラブ奉仕Ｂ、 

          社会奉仕・広報、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、ロータリー財団、 

          米山記念奨学、親睦・プログラム      各委員会委員長 

 

米山記念奨学生 レジェス メンデス ホセ ルイス 君 

 

3 月分奨学金を 

お世話になっています。 

いつもありがとうございます。 

今月は、いよいよ就職活動が始まり、また、学会論文の提出

もありすこし忙しい日が続きますが、がんばります。 

これからもよろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

趣味のマリーンスポーツは、主にサーフィンとマリンジェットです。 

サーフィンは 20 歳より女性にもてたいミーハー気分で始めましたが、なかなか上手くならないのが悔しく、当 

時大学で八王子に住んでいましたが、週に 2、3 回は学校をさぼって湘南や伊豆、千葉の海に車で通いサーフィ 

ンに明け暮れていました。相変わらず今でも上手くはありませんが、たまに暇があると海に入っています。 

海外旅行は、サーフィンが興じてインドネシアのバリ島、オーストラリア、ハワイなどによく行きました。 

バリ島では 2 年前日本人ダイバーが複数流され亡くなったレインボーガン島にも何回か行きましたが、その時は 

私もちょっとした油断でサーフィンの板とともに大波にのまれ岩場の洞窟に吸い込まれ岩に引っかかり、地上に 

上がれず死ぬ寸前の経験もいたしました。 

食べ物の好き嫌いはあまりなく、その土地その土地の料理を食べるのが大好きですが、よく行く中国の八角の入 

った火鍋だけは二度と食べたくありません。 

最近はもっぱら職業柄、ゴルフで海外旅行に行く機会が増えています。 

ゴルフにつきましてはセンスと集中力がなく、ロータリーの大先輩でもある船久保社長、加藤社長に教えを頂 

戴しておりますが、未だ 85 から 110 まで幅広く叩くオールランドゴルファーでございます。 
 

長女は新潟県立中央高校の 1 年生、次女は新潟市立小針中学校の 1 年生、長男は新潟市立小針小学校の 5 年 

生です。3 人に共通することは、父親の私は走るのが全然好きではありませんが、どうゆう訳か足が速く、近所

でもちょっとした有名な走り屋 3 兄弟です。長男は小学校のマラソン大会で 5 年連続、後続を大きく引き離し

て 1 位になっています。子供たちは現在もそれぞれのスポーツに没頭する毎日を送っております。 
 

新潟第一高校の同窓生は私と同期にロータリークラブに入会した長谷川直哉君、吉沢栄一君がいます。当時、 

吉沢君は学年一のイケメンでプリンスでした。学年一の美少女と美男美女のカップルで有名でした。現在の吉沢

君については皆様のご判断にお任せいたします。長谷川君は当時と今と全く変わらない、かえって今のほうが若

く見えるくらいで俗に言う美魔女ではなくて美魔男だと私は思っております。 

二人は優秀な成績で特別進学クラスでありましたが、私は現在の容姿と同様、2 年から転落人生に陥り、気付け 

ば停学 2 回、成績は下位の常連でしたがなんとか卒業し大学にも入学できました。 
 

櫛谷組は港湾土木を得意とした公共事業主体の会社で最盛期年商 80 億までいきました。母方の祖父が会長、 

母方の伯父が社長をしておりまして大学在籍時、会長である祖父が馬鹿でも文系でもなんとかなるし、食いぱっ

ぐれもないからとにかく来い、と言われ入社しましたが、いきなり現場に配属され、やったこともない測量や現

場管理、おまけに港湾土木は夜明けから夜の 12 時まで仕事があり、家にも帰れずサービス残業は月に 150 時

間、とにかく騙されたと最初は覚悟した覚えがございます。 

幸いにも現場代理人には絶対欠かせない 1 級土木施工管理技士の資格も取得できまして、1 億クラスの現場の代 

理人にもなることが出来、苦労は絶えませんでしたが、多くの貴重な経験を積ませていただきました。 
 

新栄総業に中途入社し、ゴルフ事業に初めて就いた時は、サービス業の基本から学ばされました。何分、建設 

業で現場上がりの私にはお客様に頭を下げる機会があまりなく、最初はなかなか上手くお客様と会話ができませ

んでした。また、今までは工事で何千万、何億という金額を扱っていた私にとっては、何千円、何百円そして何

円単位のお客様より頂戴したお代より、シビアに利益追求する商売にもなかなか慣れず、既存の社員にあなたの

頭はインフレすぎで言うことを聞いていたら一銭も儲かりませんよ、と呆れられた時期もありました。 

とかく奇想天外なプランを企画したり、既存体質を壊したりと会社ではハチャメチャぶりを振りまく私ではあり 

 「私の経歴と新潟県ゴルフ場の動向」 
 

自己紹介 

内藤豊大（ないとうとよひろ）昭和 49 年 2 月 12 日生まれ 41 歳 

新潟市西区出身 ※ 現在も新潟市西区小針に在住 

職業  新栄総業株式会社 代表取締役社長 

湯田上カントリークラブ運営、子会社にノーブルウッドゴルフ

クラブを紫雲寺町で運営。 

株式会社 櫛谷組 代表取締役  

現在は建設業を廃業し、新潟市中心に不動産賃貸業を営む 

 趣味  マリーンスポーツ 海外旅行 

     ※職業上ゴルフといいたいところですがいたって下手くそで苦手 

 家族  妻と子供 3 人（女 女 男の三兄弟） 愛犬一匹（トイプードル） 

 

。 

私を見つけるといきなり、2 月が「世界理解月間」なので三条クラブが台湾

の新竹城中クラブと姉妹クラブを締結しているが、その話をしてほしいと言

われました。私は直ぐに姉妹クラブのことなら佐野君が詳しいから彼に頼ん

だらと言いました。すると、以前に佐野さんからは卓話をしてもらっているの

で、今回は小越さんにお願いしたいと熱心に頼まれ、こうして恥をかくことを

覚悟してきました。こうしてここに立ちますと殆んど知っている皆さん方で

すので、今卓話を軽々しく引き受けたことを後悔しております。 
 

三条クラブ内でそろそろ外国のＲＣと付き合いを検討してもいいのではな

いか、という雰囲気がありました。47 代目の佐野会長の時、この話が持ち上

がりました。 

内藤 豊大 会員 
 



ますが、お陰様で今では社員も理解し、売上を一円でも上げようと日々汗を流してくれております。現在は、社 

員一丸となってもう一度県内来場者数 NO.1 に返り咲こうと頑張っているところです。 
 

しかしながら、まさかの建設業の廃業やゴルフ場の民事再生などを 30 代で経験し、多くの方々にご迷惑をお 

かけし、そして多くの方々に支えていただくこととなり、自分自身も本当に辛く迷える時期がありました。スト

レスと不安で円形脱毛症が複数でき、部分かつらを 1 年間使用した時期もありました。 

そこで学んだことは、人は一人では何もできない、いろいろな方々の支えと何よりも大事な社員の支えがあって 

こそ企業は成り立つものだと思い知らされ、今はその教訓を決して忘れぬよう、そしてそのご恩に報いるよう自 

分に言い聞かせ日々生きております。 
 

本日、何を皆様の前でお話しようかと悩みましたが、簡単ではございますが新潟県のゴルフ場の動向をお話し 

ようと思います。 

先ずは意外と知らない新潟県のゴルフ場

の開場順位です。 

わがロータリークラブの諸先輩方もゴルフ

をやられる方が多いと思いますし、いくつか

のゴルフ場の会員になっていらっしゃると

思います。 

現在新潟県は新潟県ゴルフ連盟に加盟して

いるコースが 36 コース、そのほかゴルフ場

が 5 コースございます。ご覧になっていた

だくとわかるようにバブル最盛期まではさ

かんにゴルフ場が建設されました。名門の新

潟カントリークラブが昭和 33 年に県内最

初に開場してから約 60 年、45 コースが開

場し、4 コースが閉鎖いたしました。 

昔は、1 ホール造成するのに 1 億かかると

言われました。18 ホールのコースでクラブ

ハウスまで入れるとおおよそ 30 億かかり

ます。それだけかかったゴルフ場が後程ご説

明する外資系投資会社に現在では安いとこ

ろでは 1 億くらいで買収されているのが現

状です。 

新潟県では私共が運営するノーブルウッド

ゴルフクラブが平成 14 年に開場されたの

を最後に新しいゴルフ場は建設されており

ません。 
 

参考に多少現在と数字が異なりますが、全

国の都道府県別のゴルフ場数をお付けいた

しましたのでご覧下さい。 

ゴルフ場数は割合として、県民人口の数と

比例すると言われておりますが、北海道は例

外として、新潟県は人口数が全国 14 位に対

してゴルフ場数は全国 20 位なので、ゴルフ

場数の割合は全国的にみればまだ妥当な数

字だと言われております。 

現在は日本全国で毎年 5 か所位の割合で

ゴルフ場が閉鎖されております。その後の土

地利用として太陽光発電によるメガソーラ

ー計画などが主流となっております。 

しかしながら電力買い取り価格の低下や廃

止など様々な問題があるのでこの先はどう

なっていくかは不透明です。 

 

続きまして、新潟県のゴルフ場の来場者数の推移です。 

新潟県のゴルフ場連盟加入のゴルフ人口は、最盛期の 7 割近くに落ち込んでおります。ピークの平成 4 年の

135 万人から年々下がり続け、現在は 103 万人まで落ち込みました。また、平成 23 年の東日本大震災の年に

は初めて 100 万人を割り込みゴルフ業界を震撼させました。 

開場順位 開場年

1 新潟カントリークラブ Ｓ33．10

2 石打後楽園カントリークラブ Ｓ36．10 Ｈ12閉鎖

3 赤倉ゴルフクラブ Ｓ38．7

4 妙高カントリークラブ Ｓ39．10

5 新津カントリークラブ Ｓ40．6

6 紫雲カントリークラブ Ｓ40．12

7 長岡カントリークラブ Ｓ41．8

8 十日町カントリークラブ Ｓ47．7

9 松ケ峯カントリー倶楽部 Ｓ47．8

10 米山水源カントリークラブ Ｓ48．8．1

11 日本海カントリークラブ Ｓ48．8．27

12 笹神五頭ゴルフ倶楽部 Ｓ48．11

13 フォレストカントリー倶楽部 Ｓ49．9

14 湯田上カントリークラブ Ｓ51．6

15 大新潟カントリー三条 Ｓ51．8

16 津川カントリークラブ Ｓ52．5

17 ゴールド越後湯沢カントリークラブ Ｓ57．8

18 苗場プリンスホテルゴルフクラブ Ｓ58．7 Ｈ21閉鎖

19 大新潟カントリー出雲崎 Ｓ60．9

20 新潟サンライズゴルフクラブ Ｓ61．7

21 柏崎カントリークラブ Ｓ62．7

22 アイビスゴルフクラブ Ｓ63．6

23 妙高サンシャインゴルフ倶楽部 Ｓ63．7．8

24 アパ妙高パインバレーカントリークラブ Ｓ63．7．23

25 中条ゴルフ倶楽部 Ｓ63．8

26 小千谷カントリークラブ Ｈ1．7

27 下田城カントリークラブ Ｈ2．7．15

28 糸魚川カントリークラブ Ｈ2．7．24

29 村上市営あらかわゴルフ場 Ｈ3．10

30 イーストヒルゴルフクラブ Ｈ4．4．5

31 新発田城カントリー倶楽部 Ｈ4．4．17

32 中峰ゴルフ倶楽部 Ｈ5．7

33 石地シーサイドカントリークラブ Ｈ5．9．3

34 越後ゴルフ倶楽部 Ｈ5．9．12

35 ルーセントカントリークラブ Ｈ6．6 Ｈ23閉鎖

36 ときの郷ゴルフクラブ Ｈ7．5

37 櫛形ゴルフ倶楽部 Ｈ7．9

38 阿賀高原ゴルフ倶楽部 Ｈ8．5

39 ヨネックスカントリークラブ Ｈ8．7

40 当間高原リゾートベルナティオ Ｈ8．10．1

41 柏崎黒姫カントリー倶楽部 Ｈ8．10．6 Ｈ25閉鎖

42 胎内高原ゴルフ倶楽部 Ｈ10．6

43 妙高高原ゴルフ倶楽部 Ｈ11．8

44 グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 Ｈ12．7

45 ノーブルウッドゴルフクラブ Ｈ14．7

新潟県ゴルフ場の開場順位



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様もお聞きになった方もいらっしゃるかと

思いますが、ゴルフ場では 2015 年問題という

言葉がございます。今年から団塊の世代より上の

年齢の方々が少しずつゴルフをやめられ、ゴルフ

人口が更に加速して減少していくと予想されて

おります。2030 年までには新潟県のゴルフ人

口が 90 万人を割り込むとの予想もされており

ます。 

2020 年の東京オリンピックでゴルフが初の公

式種目となることで少しでもこの減少を食い止

めたいと願うばかりです。 

 

 続きまして、日本全国のゴルフ場保有上位会社

です。 

先程申し上げましたようにゴルフ業界も大手外

資系企業によるゴルフ場の買収などがさかんに

行なわれております。有名なアコーディアゴルフ

を筆頭にＰＧＭグループやオリックスグループ、      

市川造園グループなどがございます。 

新潟もご覧のように外資系やその他の大企業の買収に

よりゴルフ料金の値崩れが発生し、最盛期の半分以下の

料金で運営しなくてはいけない状況が続いております。 

 私共のゴルフ場は大手企業とは一線を博した価格主義

ではなく地域密着型のゴルフ場を目指していくことが

今後さらに重要だと思われます。 

     

皆様、ゴルフをやられたことがある方で、イーグル、

アルバトロスを過去に出したことがあるという方はい

らっしゃいますか？ 

 私は当然出したことがありません。バーディくらいは過

去に数えるほどですが出したことがありますが、語源の

由来のとおり、アルバトロスを日本語で訳すと“あほう

どり”という少しまぬけな言葉になってしまいます。 

イーグルは基準打数より 2 打少なくホールアウトをす

ることをいいます。アルバトロスに関しては、基準打数

より 3 打少なくホールアウトすることであります。たま

にプロのトーナメントを観戦しているとロングコース

のパー5 のセカンド 220 ヤードくらいをウッドで打っ

て、そのままカップインしてプロでもガッツポーズして

喜ぶ姿を見ることがあります。ホールインワン同様、出せ

る確率が非常に低いものであります。 

このイーグル、アルバトロスという言葉は、実はゴルフ発

祥の地、英国が語源でなくアメリカで作られた用語である

ことはなかなか皆様もご存知でなかったと思います。 

順位 都道府県名 ｺﾞﾙﾌ場数 順位 都道府県名 ｺﾞﾙﾌ場数 順位 都道府県名 ｺﾞﾙﾌ場数 順位 都道府県名 ｺﾞﾙﾌ場数

1 北海道 169 14 愛知 52 26 鹿児島 32 40 秋田 17

2 兵庫 159 岡山 52 28 宮崎 29 41 青森 16

3 千葉 155 16 神奈川 51 29 岩手 26 富山 16

4 栃木 137 17 広島 50 30 石川 25 43 鳥取 14

5 茨城 125 18 滋賀 45 長崎 25 徳島 14

6 静岡 91 19 熊本 42 大分 25 45 福井 11

7 岐阜 88 20 新潟 41 33 和歌山 23 島根 11

8 埼玉 85 21 宮城 40 沖縄 23 高知 11

9 群馬 79 山梨 40 35 香川 22

10 三重 78 23 大阪 39 佐賀 22

11 長野 76 24 山口 38 37 東京 20

12 福岡 56 25 京都 34 38 愛媛 19

13 福島 55 26 奈良 32 39 山形 18

全国都道府県別ゴルフ場数　　（ＪＧＡ、日本ゴルフ場支配人会連合会調査）

全国ゴルフ場合計

2,329コース

平成2年

平成4年

平成5年

平成8年

平成14年

平成20年

平成23年

平成24年

平成26年

　　トップのフォレストGCが48,800人　第2位湯田上CCが47,800人

新潟県連盟加盟ゴルフ場の来場者数

    新潟県ゴルフ場最高来場者数達成       トップのフォレストGC88,000人

　　　湯田上CC最高来場者数78,500人

　　　ノーブルウッドゴルフクラブ開場　初年度19,800人

　　　東日本大震災　初の100万人割れ

29

36

38

38

37

25119万人

135万人 29

37

36

（連盟加盟ゴルフ場数）

133万人

129万人

111万人

110万人

99万人

98万人

103万人

1位 アコーディアゴルフ 133コース

2位 ＰＧＭグループ 122コース

（新潟県では中峰ゴルフ倶楽部）

3位 オリックスグループ 40コース

4位 市川造園土木 34コース

5位 西武グループ 31コース

６位 東急グループ 27コース

７位 チェリーゴルフグループ 24コース

８位 ユニマットグループ 20コース

９位 太平洋グループ 17コース

10位 GCEグループ 16コース

11位 シャトレーゼ 14コース

　　　　　　　　●

　　　　　　　　●

　　　　　　　　●

20位 大和ハウス工業 10コース

ゴルフ場上位保有会社

（新潟県では大新潟三条コース、出雲崎コース）

（新潟県では阿賀高原ゴルフ倶楽部、

　下田城カントリークラブﾞ、イーストヒルゴルフクラブ）

イーグル（eagle） 
基準打数（パー）よりも 2 打少ない打数を言う。 

小鳥（バーディ）よりも鷲（イーグル）の方が強いとす

る単純な理由と、小鳥（バーディ）より威厳がある鳥と

して申し分ないとして鷲（イーグル）の尊称を与えた。 

ゴルフ用語の由来 



昔はアメリカ人の方が英国人より体格がよく、飛ば

す飛距離が違ったのかわかりませんが、打数に関し

ての用語の起源はアメリカで作られたようでありま

す。 
  

 また、どうしてゴルフが 18 ホールで競われるよ

うになったかについて･･･、1764 年に前半 9 ホー

ルをゴーイングアウト、後半の 9 ホールをカミング

アウトとしはじめてアウトインで 18 ホールで競技

が競われるようになったようです。 

私も調子が良いときは 18 ホールストロークプレー

で物足りなく、もうハーフやって 27 ホールくらい

回りたいと思いますが、調子が悪く同伴プレーの

方々に恥をかいて迷惑をかけているときは、どうし

てゴルフは 9 ホールストロークプレーじゃないのか

とハーフを回った後逃げ出したくなる時もあります。 
 

 その他の語源の由来、その他ハンディキャップの

算出方法など興味のある方は知ってらっしゃるかと

は思いますが、時間があるときにでも配布資料をご

覧いただければと存じます。 
 

 今年は雪融けも例年より 2 週間ほど早く、湯田上

カントリークラブ並びにノーブルウッドゴルフクラ

ブも昨日 3 月 1 日よりオープンさせていただきまし

た。ご用命いただければ優待券等もお出しいたしま

すので是非当クラブに足を運んでいただければ幸い

です。 
 

長時間のご清聴ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルバトロス（albatross） 
基準打数（パー）よりも 3 打少ない打数を言う。 

アルバトロスについては、ハーバード・ウォーレン・ウィンドが

編纂した「ゴルフ百科事典」に紹介されている。 

1926 年 5 月、フロリダのウィンストン・ゴルフクラブで 4 人

でプレーしていた中の一人が 505 ヤード 2 打目をスプーンで

打ったら、フォローの風に乗ってその 2 打目がカップに入った。 

後日、その話を聞いた人がコースの近くの崖に棲息する鳥アル

バトロスのようだ。遠くまで正確に飛ぶ鳥の超能力になぞらえ

たものとした、パーよりも 3 打少ない打数をアルバトロスと言

うようになった。アルバトロスは、日本ではあほうどりと言い

大型の海鳥を言う。 

ゴルフ用語の由来 

 

スコットランドでウィスキーを飲みながらプレーしたら、18 ホ

ールでウィスキーが無くなったので、18 ホールとなったなどの

話があるがそれは作り話である。 

初期のゴルフコースのホール数は各自まちまちで、19 世紀に入

っても一定の標準はなかった。 

1860 年（日本では江戸時代末期）最初の全英オープンから 11

年間は 12 ホールのコースで行なわれた。 

3 ホールのコースから 25 ホールのコースまであった。当時は

マッチプレーのみでゴルファー同士でホール数を決めて勝負を

決めていた。 

7 ホールが一流のコースの正式な条件のように思われていた。 

セントアンドルーズのコースは、12 ホールで 3 ラウンド 36

ホールを一日のプレーに適当と考えられていた。当時はクラブ

ハウスもなく一方方向の 12 ホールであり、3 ラウンドするの

も不便であったので、往復の 10 ホールを増やし 22 ホールと

したが、競技のホール数としては 22 ホールでは物足りなく、

2 ラウンドの 44 ホールでは多すぎるので、1764 年に 18 ホ

ールとした。前半の 9 ホールを、ゴーイングアウト、後半の 9

ホールをカミングインと呼ぶようになり、前半をアウト、後半

をインと呼ぶようになった。 

ゴルフコースはなぜ 18 ホールなのか

用語の由来 

次週例会    ３月 23 日 通常例会 「卓話」新潟県財務事務所 所長 高浪 政夫 様 

                                             『マイナンバー制度について』 
 

次々週例会   3 月 30 日  クラブ休会     

秀 夫（大渓秀夫君） 

武 酔（鈴木 武君） 
2009年新春作品  

兼題 「鱈」 

三条南ロータリークラブ週報 


