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第 １ 章  総 則 

 

（名称） 

第１条  このクラブは、浜野ゴルフクラブ（以下「クラブ」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条  クラブは、株式会社浜野ゴルフクラブ（以下「会杜」という。）が所有し、

かつ経営するゴルフ場およびクラブハウス等の付属施設（以下「会社の施設」

という。）を利用し、ゴルフとクラブライフを通して会員相互の親睦を図るこ

とを目的とする。 

 

（事務所） 

第３条  クラブの事務所は、千葉県市原市永吉字瓜ヶ谷９３７番地に置く。 

 

 

第 ２ 章  会 員 

 

（会員の種類） 

第４条  クラブの会員の種類は、次の通りとする。 

（１）正会員   個人会員  会社の株式２株を所有する個人で、正会員

としての入会手続きを完了した者。 

法人会員  会社の株式２株を所有する法人で、当該法

人、および当該法人が指名した者（以下「記

名者」という。）につき、正会員としての

入会手続きを完了した者。 

但し、記名者の範囲はその法人に所属する

役職員に限定する。 

 

（２）平日会員  個人会員  会社の株式１株を所有する個人で、平日会

員としての入会手続きを完了した者。 

法人会員  会社の株式１株を所有する法人で、当該法

人、記名者につき、平日会員としての入会

手続きを完了した者。 

また、記名者の範囲は法人正会員と同様で

ある。 

 

（３）名誉会員  理事会により特に名誉会員として推薦された者。 

 

（正会員の権利） 

第５条  正会員（法人会員の場合には記名者）は、会社が別に定めた休場日および会

社が特に定めた日を除く全ての営業日に、第７条の権利を行使できる。 

 

（平日会員の権利） 

第６条  平日会員（法人会員の場合には記名者）は、会社が別に定めた休場日、日曜

日、祝日（振替休日を含む。）、および会社が特に定めた日を除く全ての営業

日に、第７条の権利を行使できる。 
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（会員の権利） 

第７条  会員（法人会員の場合には記名者）は、次の権利を有する。 

（１）会社が別に定める料金で優先的に会社の施設を利用することが出来る。 

（２）会社の施設において行われる諸催しに優先的に参加することができる。 

（３）ゲストの入場紹介をすることができる。 

 

（預託金） 

第８条  会員は、会員資格を喪失したときに限り、会社に対する預託金返還請求権を

行使できる。ただし、会員は自己が所有する会社の株式が発行された時より１

０年間はこれを行使できない。 

２ 預託金には利息を付さない。 

３ 会員は、その所有する会社の株式の全株と一体としてでなければ預託金返還

請求権を譲渡できない。 

 

（株券） 

第９条  会員は、自己の保有する２株券を１株券２枚に分割すること、１株券２枚を

２株券１枚に併合すること、およびその他の株券の分割または併合を請求する

ことができない。 

 

（会員の義務） 

第１０条 会員（法人会員の場合には記名者を含む。）は、本会則に別途定めるほか、

次の義務を負う。 

（１）会則およびクラブの諸規則を遵守すること 

（２）会員総会および理事会の決議に従うこと 

（３）理事会のクラブ運営に進んで協力すること 

 

（入会） 

第１１条 正会員または平日会員として入会しようとする者は、クラブに対して所定の

届出事項を添えて入会の申込みを行い、入会審査委員会の審査とこれに基づく

理事会の承認（法人会員の場合には記名者についての審査・承認を含む。）を

得た上で、所有する会社の株式の譲渡承認および名義変更ならびにその他所定

の入会手続を行い、定められた入会金・名義変更料等を会社に納入し、クラブ

から入会通知書を受領することにより会員となる。ただし、入会しようとする

者（法人会員の場合には記名者）は、入会の申込の時点で満２０歳以上である

ことを要する。 

 

（記名者の変更） 

第１２条 法人会員が記名者の変更を行おうとする場合には、クラブに対して所定の届

出事項を添えて、記名者変更の申込みを行い、入会審査委員会の審査とこれに

基づく理事会の承認を得た上で、その他所定の記名者変更手続きを行い、定め

られた記名者変更料等を会社に納入し、クラブから記名者変更通知書を受領す

ることにより、記名者の変更を行う。ただし、変更しようとする記名者は、記

名者変更の申込の時点で満２０歳以上であることを要する。 
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（年会費等） 

第１３条 会員は、理事会の承認を経て会社が定めたところにより、会社に年会費その

他会社が定める諸費用を納入しなければならない。 

 

（会社の施設利用代金） 

第１４条 会員（法人会員の場合には記名者を含む。）は、会社の施設を利用した際は、

その都度会社が別に定める施設利用代金を会社に支払わなければならない。 

 

（届出） 

第１５条 会員は、クラブに対する届出事項に変更が生じたときは、速やかに所定の書

式によりその旨届け出なければならない。 

 

（退会） 

第１６条 会員が退会するときは、所定の書式によりクラブに届け出なければならない。 

 

（会員資格の喪失） 

第１７条 会員は、次の場合にその資格を失う。 

（１）会員が、その所有する会社の株式または預託金返還請求権の全部または

一部を譲渡その他の事由により失ったとき 

（２）会員（法人会員の場合には記名者）が死亡し、または法人（法人会員の

場合）が解散したとき 

（３）会員（法人会員の場合には記名者）が退会し、または除名されたとき 

２ 前項の規定により会員の資格を失った者が生じたときは、会社は、会員であ

った者（その承継人を含む。）に対して、その保有する全株式を会社の定款に

定めるところにより取得することができる。 

 

（罰則） 

第１８条 クラブは、会員（法人会員の場合には記名者を含む。）が次の各号の一に該

当するときは理事会の議決により戒告、一定期間会員の権利の行使停止または

除名をすることができる。ただし、除名する場合は出席理事全員の合意を必要

とする。 

（１）クラブの名誉を毀損する行為、またはクラブの秩序を乱す行為があった

とき 

（２）会則、細則等クラブが定める規則に違反したとき 

（３）ゴルファーとしてのマナー・エチケットに著しく違反する行為があった

とき 

（４）会社が定めるゴルフ場利用約款に違反する行為があったとき 

（５）年会費その他会社に支払うべき費用等の支払いを正当な理由無く６ヶ月

以上怠り、相当な期間を設けて催告を受けても支払わなかったとき 

（６）会員の紹介によるゲストが会社のゴルフ場利用約款に違反する行為をし

たとき 

２ 前項の処分を行うについて、理事会は、処分の対象となった会員に対し、

処分前に弁明の機会をあたえなければならない。 
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第 ３ 章  役 員 

 

（役員） 

第１９条 クラブに次の役員を置く。 

理事長    １名 

副理事長   ３名以内 

キャプテン  １名 

理事     １５名以内（理事長・副理事長を含む。） 

監事     ２名以内 

 

（報酬、任期、資格） 

第２０条 クラブの役員は、原則として無報酬とし、その任期は３ヵ年とする。なお、

再任を妨げない。 

２ 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間その職務を行う。 

３ 役員は、役員就任時に８０歳未満であり、且つ、会員等（個人会員、および

法人会員の場合には記名者をいう。第３章から第５章において同じ。）となっ

て５年以上経過したものでなければならない。 

 

（理事・監事） 

第２１条 理事および監事は、会員総会の決議によって会員等の中から選任する。 

２ 理事および監事に欠員が生じたときには、その補充をすることができる。補

充により選任された理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 理事および監事は、いつでも、会員総会の決議によって解任することができ

る。 

 

（理事長・副理事長） 

第２２条 理事長は、理事会において理事の互選により選出する。 

２ 副理事長は、理事長が理事の中から指名し、理事会の承認を得て選出する。 

３ 理事長は、クラブを代表し、会員総会の議決に従ってクラブ運営業務を統括

する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に差支えあるときは、あらかじめ

理事長が指定した順に従ってその職務を代行する。 

 

（監事） 

第２３条 監事は、理事の職務執行を監査し、理事会および会員総会にその結果を報告

する。 

２ 監事は、理事会および会員総会に出席して意見を述べることが出来る。 

 

（キャプテン） 

第２４条 キャプテンは理事長が会員の中からその任に相応しい候補者を選び理事会

決議に基づき会社が承認する。 

２ キャプテンはキャプテン杯を主催するとともに対外的競技に関する事項を

分掌し、クラブ運営の円滑化を図るものとする。 
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第 ４ 章  会員総会 

 

（会員総会） 

第２５条 会員総会は、クラブの意思決定機関とする。 

 

（総会の構成） 

第２６条 会員総会は、正会員（法人会員の場合には記名者をいう。以下同じ。）およ

び平日会員（法人会員の場合には記名者をいう。以下同じ。）をもって構成す

る。 

２ 会員総会の定足数は、会員の議決権総数の５分の１以上（委任状による代理

出席を含む。）とする。 

 

（議決権） 

第２７条 議決権は正会員２個、平日会員１個とする。 

 

（定時総会） 

第２８条 定時会員総会は、事業年度末日から３ヵ月以内に開催する。  

２ 定時会員総会は、次の事項を審議・決議する。 

（１）前年度クラブ運営業務報告 

（２）今年度クラブ運営業務計画 

（３）理事・監事の選任 

（４）その他クラブ運営にかかわる重要事項 

 

（臨時総会） 

第２９条 臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、または、会員の議決権総数の

５分の１以上の会員から会議の目的事項を示した開催の請求が理事長にあっ

たとき、理事長が招集する。 

 

（議長） 

第３０条 会員総会の議長は理事長とする。理事長に差支えあるときは、あらかじめ理

事長が指定した順に従って副理事長の一人が議長を代行する。 

 

（決議） 

第３１条 会員総会の決議は、出席会員の議決権（議決権行使書による議決権行使およ

び委任状による代理出席を含む。）の過半数により決する。可否同数の場合は、

議長がこれを決する。 

２ 会員は、議決権行使書を提出することにより、または他の会員に委任するこ

とによりその議決権を行使することができる。 

 

 

第 ５ 章  理事会および委員会 

 

（理事会） 

第３２条 理事会は、クラブを円滑に運営するため次の事項を審議・決議する。 

（１）会員総会の決議に基づくクラブ運営計画の執行に関する事項 

（２）本会則に規定する事項 
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（３）委員会の設置、廃止および委員長の選任に関する事項 

（４）クラブの会則および諸規則の制定・改廃に関する事項 

（５）クラブ運営に関する会社との協議事項 

（６）その他クラブの円滑な運営に必要な事項 

 

（理事会の構成・運営） 

第３３条 理事会は、理事長、副理事長およびその他の理事で構成する。 

２ 理事会は、理事の過半数（他の理事に対する委任状を含む。）が出席するこ

とで成立する。 

３ 理事会は、理事長が招集し、議長となる。理事長に差支えあるときは、あら

かじめ理事長が指定した順に従って副理事長の一人が招集し、議長となる。 

４ 理事会の決議は、議長を除く出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長

がこれを決する。 

 

（定例理事会） 

第３４条 定例理事会は、年６回以上開催しなければならない。 

 

（臨時理事会） 

第３５条 臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、または理事の過半数から会議の

目的事項を示した開催の請求があったとき理事長が招集する。 

 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、議事録を作成するものとし、議長は出席者のうち

から議事録署名人２名を指名し、当該署名人は、議事録に署名するものとする。 

 

（議決事項の告知） 

第３７条 理事会で議決された事項は、各会員等への通知、会報への掲載またはゴルフ

場内に掲示するなどの方法によってすみやかに周知徹底を図らなくてはなら

ない。 

 

（委員会） 

第３８条 クラブ運営を円滑に執行するため、理事会の下部機関として次の委員会を置

く。 

（１）総務・財務委員会 

（２）入会審査委員会 

（３）フェローシップ委員会 

（４）コース委員会 

（５）競技委員会 

（６）ハンディキャップ委員会 

（７）ハウス・食堂委員会 

（８）プロ・キャディ委員会 

（９）ジュニア育成委員会 

 

２ 委員長は理事の中から理事会の承認を得て理事長が委嘱する。 

３ 副委員長および委員は、会員等の中から委員長が指名し、理事会の承認を得

て、理事長が委嘱する。 
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４ 委員会は、委員により構成し、別に定めるクラブ細則に従ってクラブの円滑

な運営に必要な業務を執行する。但し、委員長および委員は当該委員会の所掌

である業務について、自己の所属するもしくは経営する企業と㈱浜野ゴルフク

ラブとの契約、取引を禁止する。 

５ 委員長、副委員長および委員は、原則として無報酬とし、その任期は、３ヵ

年とする。なお、再任を妨げない。 

６ 委員長、副委員長および委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間そ

の職務を行う。 

７ 委員は、会員等となって３年以上経過したものでなければならない。 

８ 委員に欠員が生じたときは、その補充をすることができる。なお、補充によ

り選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

第 ６ 章  評議員会 

 

（評議員会設置） 

第３９条 理事および監事の候補者推薦および理事会運営上の進言の為の機関としク

ラブに評議員会を置く。 

 

（理事・監事候補者推薦） 

第４０条 評議員会は理事会の要請に基づき、理事および監事の候補者の推薦を行う。

理事および監事の欠員が生じたときも同様とする。 

 

（評議員会規程） 

第４１条 評議員会の構成、責務等については別途浜野ゴルフクラブ評議員会規程に定

める。 

 

 

第 ７ 章  雑 則 

 

第４２条 クラブの運営に必要な諸規則は、別にこれを定める。 

 

第４３条 本会則の改正および諸規則の制定・改廃は、理事会が決議し、かつ会社の  

承認を経なければならない。 

 

 

付  則 

 

この会則は、令和元年１１月 ９日より施行する。 

 


