
　クラブハウスを出て1番スタートへ急ぐ橋の袂に、ゴルフ
地蔵が佇む。建立したのは、このコースの設計者・保田与天。
「球悦に浸る時こそ危ふき哉」に始まる安全と技術上達を祈
願した碑文付きだ。三重 CCは、保田与天抜きでは語れない。
　三重 CCの所在地「千草」は、戦前の陸軍千草演習場で、ク
ラブハウスの場所が司令部跡だった。戦後演習場は地元に
払い下げられ、菰野町千種財産区が生まれた。
　1957 年菰野町役場、千種財産区管理会、三重交通の間で、
財産区の売買、賃貸借契約が結ばれ、そこからゴルフ場計画
が生まれた。1958 年 5月15日ゴルフ場設計測量のため、設
計者・保田与天が助手吉田雄を伴って初めて菰野町に入っ
た。千種財産区は、鈴鹿山脈の主峰、標高 1200メートルの御
在所岳をバックに、域内を三滝の渓流がめぐる芦刈場だっ
た。高見に登ると7里先の伊勢湾に掛かる美しい虹が遠望さ
れた。

　1959 年 2月6日（株）三重カンツリークラブ設立、資本金
2000 万円、社長・安部正敏（三重交通社長）。1960 年 7月
20日、先行していたコース造成が完了する。
　工事終了を前に、プライベート制かパブリック制かで意見
が分かれる。保田が「川奈ホテルゴルフ場に習って少数の会
員を募集、運営の主体を置くべき」と強調、セミパブリックの
リゾートコースに決定。入会金 30 万円で 300 名の賛助会員
を募集した。因みに当時の川奈ホテルゴルフ場は、20 年限
定会員制のセミパブリックだった。11 月 3 日湯の山ゴルフ俱
楽部が発足（1966 年三重カンツリークラブに名称変更）。
　1960 年 10 月 2 日本開場。保田与天は名誉書記として運
営を担当。1969 年 1月 9日、80 年の生涯を終えるまで三重
CC、菰野を離れることはなかった。自分の設計したコースで
人生を終えるのは、設計者の至福である。

　山並みを背景にフラッグは鮮やかにたなびき、四日市の街
並みに向かってのショットを求めるホールはまさしく爽快で
ある。クリークは時にダイアゴナルなセッティングにありプ
レーヤーの欲を掻きたてる。と思えば縫うようにクリークが絡
み、きざみどころを困惑させるホールもある。景観の質の高
さを感じる印象的なホールが随所に出てくるコースである。
シェイピングとして感心するところでは、ランディングエリア
の佇まいがオシャレである。造成当時の非力な機械力も手
伝ったのであろうか、無理がなく自然で林帯からの馴染みが
素晴らしい曲線を生んでいる。設計家の発想として、12 番は
PAR5 で２ IP からは極端な打ち上げであり、この状況をプ
レーヤーにチャレンジさせようとした保田与天の斬新さに目
を引かれる。距離はやや短めだが、グリーンは小さめで山並

みを借景に持つことからコンターの錯覚に惑わされる。一見
して簡単そうに見えてなかなか手強い。終わった後に再チャ
レンジしたくなるコースである。

　Going out from the Club House, you see a Budah Statue 
right at the foot of the bridge leading to the First Tee with 
inscription carved out to a prayer for the encouragement 
to become a better player and to keep them from danger 
while playing.  Done by Yoten Yasuda, the architect and 
the man at Mie Country club.
　The area Chikusa where Mie Country Club is located 
was the former Practice field for Japanese Army in the 
pre-war days, and the Club House is built on the former 
Headquarter building.
　May 15, 1958, Yoten Yasuda was brought in for the first 
time for surveying the property one year after Komono-
cho Town Office, Chikusa property Administation Union 
and Mie Kotsu Co., Ltd., potential sponsor of the project, 
came to agree on selling and leasing contract to build 
golf course on the property.  Gozaishodake, 1200 meter at 
it’s peak, on the back, Chikusa Property Ward used to be a 
vast and boundless area covered by reed, and Ise-wan Bay 

cen be viewed in the distance.
　On February 6, 1959, Mie Country Club Co., Ltd. was 
organized with the capital of 20 million yen with Masa-
toshi Yasube, Mie Kotsu CEO, as President.
　Rough shaping of the golf course completed on July, 
1960, and the board confirmed it is a resort facility open 
for public, but at the same time, give special priviledges 
to a limited number of supporting members at 300 who 
payed 300 thousand yen to join, conparable to the system 
Kawana Hotel & Golf Course had employed with success. 
The board named the club “ Yunoyama Golf Club “ and 
formally opened on October 2, 1960. ( The name changed 
to Mie Country Club in 1966 )  
　Yoten Yasuda served as Honarary Secetary of the Club, 
and lived there until 80 year old when he died on January 
9, 1969. You don’t expect anything more when you finish 
your career at the golf course you designed.

　It is awesome that you sometime play your shot 
with the mountains on the back, while going down-
hill to the Yokkaichi City view in the distance.    You 
find creek running diagonal to the fairway, forcing 
you to challenge, or otherwise, reluctan to find 
where to place your shot safely. Many holes with 
characteristic and natural look and features prob-
ably thanks to the old type equipment, only avail-
able then, which resulted in a great harmony of 
slopes and mounds from wooded areas to play 
zones which is hard to find eleswhere among 
courses build with modern equipment. It is interest-
ing to see Yasuda has intended the players to 
challenge the very uphill par-5 12th hole to a small-
ish and elevated green with the mountain on the 

background which makes the optical illusion comes 
in. The whole course looks peacefull, but not at all as 
you sure would like to come back and try again.

開場日：1960年10月2日　コース：18H/6586Y/P72　設計：保田与天
（三重県）

Opened.....October 2, 1960 / Course....18 holes, 6586 yards, par 72 / Designed by....Yoten Yasuda
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設計者・保田与天は晩年を三重CCで過ごしゴルフをこよなく愛した
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 (Mie Prefecture)

保田 与天　Yoten Yasuda




