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［第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1123 回( 2 月 28 日)例会の記録
点 鐘

佐藤圭司会長

給して余ったものを得る農家、もう一つは土地はない

合 唱

国歌斉唱 奉仕の理想

が借りて自分の家のもだけ作る農家等があります。従

第２副ＳＡＡ

小島会員 小室会員

って、年収が上の方は 5000 万以上ありますが、私の
家では 50～70 万の売上げです。これで本格的に生計

※出席報告

を立てようとしている訳ではないので、肥料等のコスト

会員数

出席者数

出席率

前回修正

３２名

２５名

76.66％

90.32％

を引くとほぼゼロという状況ですが、こういった農家が
圧倒的に多いわけです。
経営できていないので、過疎地になっている所は離農

パスト会長の時間
栗原成実パスト会長
先程、例会場に来る前に“一

してしまって、畑がそのまま放置されて農地の荒廃が
起きています。こうなると自然災害にも繋がるということ
で、国は大変憂いているのですが、農林部会長が小
泉進次郎さんで農家の事を全然わかっていないなと

粒千円のいちご”を買わないかと

思っています。

軽井沢のいちご農家から電話が

2015 年時点の農家数を都道府県ごとにみてみると、

あったのですが、私もいちごを作っていることを告げる

長野県の 105 千戸が最も多く、以下、茨城県 88 千戸、

と切れてしまいました。

兵庫県 81 千戸、新潟県 78 千戸、福島県 75 千戸、愛

今日は農業の話で、埼玉りそなの「経済情報」という資

知県 74 千戸、岩手県 66 千戸、と続いており、埼玉県

料を基に、もっともだと思う内容をお知らせしたいと思

は全国 8 位となっています。全体では 8 位ですが販売

います。

農家数では 37 千戸で全国 14 位にとどまっています。

最近の農家は減少傾向が止まらず、1955 年 344 万

埼玉県で唯一条件が恵まれているのは消費地までの

戸あった全国の農家は 2005 年には 285 万戸となり、

距離が近く、大消費地首都圏に向けて輸送コストも安

直近の 2015 年には 215 万戸まで落ち込みました。こ

く新鮮なまま持っていけるので、どちらかと言うと生鮮

の間、自給農家は 1995 年の 79 万戸から 2015 年に

野菜が多く、特にこの地域は美味しい里芋が採れると

は 85 万戸まで減少し、比較的規模の大きな販売農家
は 265 万戸から 133 万戸へほぼ半分に減少していま
す。
農家というのは色々と種類があり、農業で生計を立て
ている販売農家、土地があって販売はしていないが自

いう事で、築地の市場では他の産地よりも遥かに高い
取引で売られているそうです。

｢外来卓話｣･････

近年、埼玉県では自給的農家が多くなっていて、私の

公益財団法人日本ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ協会

周りでも荒廃はしてはいないが殆ど作物を作っておら

ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛＢ級 柿沼基介様

ず、土が乾いて北風が吹くと赤土が飛ぶという悪循環

本日はこのような場にお招きい

が生じています。

ただき有難うございます。

1995 年に 12 万人だった農業人口は 10 年後には半

ＰＧＡのプロに所属して、改めてゴルフという競技は

分の 5 万 9 千人になり、農業に就業する人も少なくな

本当に小さい子供からお年を召した方まで色々な楽

っていて、農業に携わる就業人口の高齢化も進んで

しみ方が出来るスポーツだと思いました。

おり、全国平均 66.4 歳、埼玉県 66.69 歳と、後継者不

キャディというとゴルフ場以外でプロに付いてしてい

足の悩みもあります。県としても農業に就業しやすいよ

る仕事があるという事をご存じない方が多いと思いま

うな環境を作ろうとしているのですが中々良い対策が

す。

見つからず、組合も相当悩んでおります。これには農

私がキャディを始めたきっかけは 1995 年、今から 21、

地法等の問題があって、入曽でいえば本来なら農地

22 年前で、当時はキャディを帯同しているプロゴルフ

ではない方が良い場所が農業振興地域になっていま

ァーは 10 人いるかいないかで殆どおりませんでした。

す。また、何よりも資本が問題で、管理農業でビニー

現在男女合わせて 100 人近くのキャディがプロに付い

ルハウスを使って水耕栽培すると一年間の生産回転

て全国を転々としております。

が良くなり（レタスなら約 50 日で一回転）繰り返し土を

キャディは早く起きて選手へのモーニングコールか

使わない農業ができますが、それには資本が必要で、

ら始まり、試合会場に移動する準備をするなど、選手

銀行は一戸の家にはなかなか融資してくれません。だ

のお世話係という仕事もします。試合後も夜休むまで

から法人を作って皆で運営して組合を作り、土日を休

ずっとプロと一緒で、運転手、荷物や移動の準備、全

める、そういう風なサラリーマン農業というのもこれから

て一人でやっておりました。最近のキャディは大体ゴ

必要になって来るのかなと思っております。

ルフ場のみの仕事で動いております。

農業は自給率が 40％を割っており、唯一余っている

キャディはルール上でも定められている唯一選手に

のはお米だけで、小麦は 90％以上アメリカやカナダか

アドバイスを与えてもいい、選手の味方という存在です。

ら輸入しております。但し、一つだけ朗報は、日本のも

ギャラリーや身内、友人からの助言は一切受ける事は

のが美味しくて安心だということで、最近輸出が伸び

できません。まず、距離を測ったり風を見たり、クラブ

てきていて、特に牛肉、米、高級な果物関係は裕福な

選択のアドバイスをする他、ゴルフ場のデータを参考

国々に輸出されていて、今年は多分一兆円位になる

にして選手にアドバイスを与えていきます。選手は試

のではないかと言われております。

合に入ると集中して視野が狭くなりがちなので、そん

以上で拙いパスト会長の時間を終わらせていただきた

な時に我々が冷静に判断して情報を選手に与えます。

いと思います。有難うございました。

一打一打の飛距離や結果をメモして次の日の参考に
するのは、どんなキャディでも最低限する当たり前の

幹事報告

事です。
益子幹事

何を一番苦労するかというと、選手のメンタル面のケア

・第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐より『ＩＭ開催にあたってのお礼状』

で、同じ選手でも同じ事を言って笑う時もあれば怒るこ

・地区より『RI ｱﾄﾗﾝﾀ世界大会』参加のお願い

ともあります。20 年以上やっておりますが、選手が何を

・米山記念奨学会より『奨学生レポート』

考えていて、どういった声を掛けてあげればいいのか

・Ｒの友事務所より『Ｒ手帳お買い上げのお願い』

本当に苦労します。 一番大事なのはコミュニケーショ

◎ 受贈会報

ンです。試合中だけでなく、朝晩ご飯を一緒に食べる

所沢西ＲＣ

時などに選手の考え方を普段からよく知って理解する
というのが大事で、今でも凄く難しいところです。

そこから宿泊費を出したらすぐに全部なくなって
しまいます。プラス、選手の成績に応じてボーナス
が入り、優勝すると賞金から１０％のボーナスに
なります。4000 万の賞金で 400 万のボーナスが日
本で一番大きい試合です。年間で何勝もするよう
なプロに付けば年間 1、2 千万稼ぐキャディもたま
にはおりますが、生活がかつかつで厳しい生活を
余儀なくされる年もあります。まあ自分が好きで
ＴＶで放送されているゴルフの試合は一握りの選手し

選んだ選手だし仕事なので、何とかなるかなとい

か出場出来ません。トーナメントに出れる全国のプロ

う感じでやっています。

は５０００人位で、レッスンする方のプロは同じく 5、

最近は男子よりも女子プロが人気を集めていて、

6000 人です。女子では 120 位が試合に出れて、男子

宮里藍が出てきた頃から男子の試合数を女子が上

は 150 人位がマックスです。予選があって、勝ち残っ

回ってきて逆転しています。ギャラリーも追っか

ていってやっと 120～150 人の枠に入れるのがＴＶに

けのような方がいたり、女子は土日だと一日でい

映っている選手たちです。

万人もの集客があり、まるでコンサート会場の様

22 年の間に主に深堀 圭一郎に付いてキャディをや

な感覚になることもあります。男子の試合では平

っていて、他にも倉本昌弘、宮本勝昌、佐々木久行、

日はギャラリーよりもスタッフの方が多いのでは

鈴木 亨、最近では仏子の出身の今平周吾に、女子

ないかというような閑散とした感じです。人気の

では福嶋晃子、東尾理子、服部道子と数々の選手に

ある石川君や松山君は海外ですし、以前人気のあ

付きました。

った選手たちもあまり試合に出ないのが現状で、

ツアーは深堀で５勝、鈴木亨１勝、一ノ瀬優希は７

女子の方は何となく華やかで可愛くて沢山のギャ

年目で初優勝に立ち会いました。一昨年には飯島

ラリーを呼べるので、私は男子ツアーが殆どの為、

茜がプレーオフ６ホールを２時間以上やって優勝

寂しくもあり羨ましくもあるのが本音です。

することが出来ました。5～6 年前、中国のフォン・

２０２０年のオリンピックでもしかしたらこの

シャンシャンとはお互いに拙い英語で会話し、あ

近くの霞が関ＣＣが使用されるかもしれません。

とは無問題（モーマンタイ）･･･問題ない と言い

松山君や石川君も多分出場するのではないかと思

続けて勝ってしまったり、初めて付く選手が結構

いますし、世界各国から実力のある選手たちが集

良い成績を収めたことがあります。

まってプレーします。

試合中に選手と何を話しているのか？とよく聞

埼玉のこの近辺には良いゴルフ場が沢山あります

かれます。勿論、試合の状況次第ですごく真面目な

し、楽しみ方は人それぞれですので、機会がありま

話をしている時もあれば、
「今晩何食べる？」とか

したらプレーなり、実際に観戦をしてみてくださ

「昨日飲みに行ったでしょ。女の子可愛かった？」

い。また、皆さんの年代の方々が若い世代をゴルフ

とか本当にくだらない事をしゃべっている時もあ

に連れだって頂ければ活性化につながり我々も潤

ります。選手によって無口な人やお喋りな人様々

います。本日はご清聴有難うございました。

です。
選手とキャディの組合せの決め方は、キャディ
が選手にアピールすることもあれば、選手から依
頼されることもあります。選手によって条件が違
い、一試合ごとの契約で、相場として大体１週間１
０万円で、その中から宿泊費、移動費等、全部払っ
て残りが自分のものとなります。試合が沖縄や北
海道だと飛行機代だけで簡単に 5～6 万円飛んで、

佐藤君 明日から３月です。日差しのぬくもりを感じる
日が多くなりましたね！本日のＰ会長の時間、
栗原成実Ｐ会長、宜しくお願い致します。
外来卓話の柿沼様、お忙しい所、卓話引き
受けてくださり有難うございます。楽しみにし
ておりました。宜しくお願い致します。
益子君 Ｐ会長の時間の栗原成実Ｐ会長、外来卓話
の柿沼基介様、お話し楽しみにしていました。
宜しくお願い致します。清水会員、東京マラ
ソン完走おめでとうございます。
江原君 ゴルフツアープロキャディでいらっしゃる柿沼
基介様、本日はお忙しい中ようこそおいで下
さいました。スコアメイクに苦慮している現実
がありますが、お話しを伺わせて頂く中で何
か改善のヒントにでもなればと楽しみにして
居ります。宜しくお願い致します。また本日
の会長の時間は栗原成実Ｐ会長のお話しが
ございました。有難うございました。
稲見君 柿沼基介様、今日のお話し楽しみにしていま
す。
小島君 公益財団法人日本ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ協会ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛ
Ｂ級 柿沼基介様ようこそおいでいただきま
した。お話し楽しみにしておりました。
Ｐ会長の時間、栗原Ｐ会長、会長の時間楽
しみです。
栗原（成） つたない会長の時間を担当します。２日前
に６人目の孫（姫）が誕生しました。まだ会っ
ていませんが、今夜会うので楽しみです。
奥富君 プロキャディ柿沼様、卓話宜しくお願いしま
す。
清水君 ゴルフのﾂｱｰﾌﾟﾛｷｬﾃﾞｨの柿沼様、卓話ありが
とうございます。宜しくお願い致します。
先の東京マラソン５時間３０分で怪走しました。
◆次の例会
３月１４日(火) 12：30～13：30
第二副ＳＡＡ：松浦会員 宮岡会員
会員卓話 ： 柴田 譲 会員

