
　京都ゴルフ俱楽部上賀茂コースの設計者はシェフィールド
とある。終戦直後京都に進駐していた米陸軍第一軍団軍政
官シェフィールド大佐の名前である。1945 ～ 46 年、米占領
軍の高級将校宿舎は上賀茂の植物園近くにあった。ヘリコプ
ターでゴルフ場用地を探しているとすぐ近くに深い森林と池
を発見。「ここに造ろう」となったその森は上賀茂神社の神森
と京都大学演習林だった。
　1946 年 11月15日起工式で、占領軍発注工事の伐採が始
まった。赤星四郎設計、鹿島組施工による工事費用は 2 億
7000 万円。ところが吉田茂首相が「米兵の遊びにそんな大金
は出せない」とマッカーサー元帥に抗議。計画は挫折。
　米軍も諦めない。特にシェフィールド大佐は、コースのデザ
インまで描いて執念を燃やした。彼が目をつけたのは、関東
で秩父カンツリー倶楽部、小金井ゴルフ倶楽部、観音崎小原
台ゴルフ場などを手がけて経験豊富な安達組の安達貞市

だった。安達が提案した工事総予算は僅か3000万円だった。
　上賀茂神社も占領軍には勝てない。貸与という形で神社の
一部を提供、御神体の「神山（こうやま）」と葵祭の「御阿礼所
（みあれいどころ）」という神域を抱えた、類まれなゴルフ場が
生まれることになった。
　1948 年 3 月 4 日工事再開。第 1 回会員募集を始めた。入
会金 3万円、法人会員制、市場で売買する会員権譲渡制とい
う新機軸の募集だった。現在の預託金制の先駆者である。
　1948 年 7月30日、第一軍団の要請で、6ホールで開場、
10月9ホール開場。1949 年 3月、ようやく18 ホールが揃っ
た。芝は、元飛行場の高麗芝を市松模様に張り、ティマーク、
ホールカップは手作り。屑鉄がカネになる時代で、盗まれな
いようにホールカップは毎晩倉庫に回収したという笑えない
話も残る。

　おおよそ70 年前に造られたコースは、以来幾多の改良を
経て現在の姿になっている。コースのレイアウトも何回か変
更され、又グリーンも2グリーンへと改造されて、今日に至っ
ている。極めて限られた用地にパズルのように配置された
18 ホールは、無駄なく、無理なく、美しくセットアップされて
おり、年輪を重ねて選別、整理された樹木と水に囲まれた各
ホールとも、古都京都の佇まいを感じされる風情がある。短
いヤーデージながら各所に池やクリークがからんで、小さめ
で、アンジュレーションのあるグリーンと相俟って、難度を高
めている。初めてラウンドされる方には、スコアメイクに拘る
ことなく、古都散策の気分でラウンドすることをお勧めいたし
ます。

　During the year 1945 ‒ 1946 after the World War II, US 
Army First Corps residence was located by the Kamigamo 
Botanical Garden, and started looking for a site for golf 
course to build by helicopter and immediately found 
good location which was a part of God Forest of 
Kamigamo Shrine and experiment-forest owned by Kyoto 
University, nearby. 
　The plan was Shiro Akahoshi, Princeton Graduate and 
Japan Amateur Champion as the architect, construction 
by Kajimagumi, major contender  with the estimated cost 
at 270 million Yen, but strong objection from the Prime 
Minister Shigeru Yoshida to Douglas MacArthur, Five Star 
General and Chief Commander of Japan Operation, that 
Japan cannot afford to spend that much money for US 
officers’ recreation and entertainment, and soon the plan 
rejected.
　But US Army would not give up, and Army Colonel 
Harold Sheffield devoted himself to carry out the plan, 

even to design the course, and  found Sadaichi Adachi of 
Adachigumi, experienced golf course constructor with 
several courses done around Tokyo area, with their 
proposal at estimate cost of 30 million Yen.
　Because of the new move, Kamigamo Shine decided to 
lend their property, thus, very unique golf course was to 
be born on land where “ God “ resides. 
　On March 4, 1948, the construction started, and the 
club adopted new system of membership recrutement, 
entrance fee of 30,000 yen for corporate membership 
which is to be transferable in the market, first such system 
in Japan.
　First 6 holes opened on July 30, 1948, then 9holes by 
October and 18 holes on March of next year. Korai grass 
abandoned from Air field were re-sodded to fairways. 
Tees and hole-cups were all hand made, and stored in the 
storage every night so as not to be stolen, as scrap irons 
were money making after thr war time.    

　70 years old golf course has been remodeled few 
times since including original layout, adding one 
more green on each hole etc.   18 holes were placed 
like a puzzle on the extremely limited land, set up 
effectively, reasonable and beautiful.   Rich trees 
overhanging and ponds guarding makes special 
atmosphere on any given hole and you feel you are 
in the ancient city of Kyoto.  Short but well designed 
layout including greens with hard to read contours 
makes the golf course difficult to beat especially on 
your first try, and thus, just enjoy a good walk 
through trees on the God land.

開場日：1948年8月8日　コース：18H/5910Y/P69     設計：ハロルド・シェフィールド
（京都府）

Opened....August 8, 1948 / Course....18 holes, 5910 yards, Par 69 / Designed by....Harold Sheffield
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占領軍の娯楽施設として造られたが、資金調達のため預託金制を採用した

JSGCA理事 ： 横山 良

 (Kyoto Prefectue)




