
　明治開化以来、アジアに住む外国人の間では、温泉リゾー
トとして有名。上海、大連、遠くはウラジオストックからも訪れ
た。1915 年には、英、米、露、仏など19カ国 33,352 人来訪の
記録もある。上海在住のベストセラー作家「大地」の作者パー
ル・バックも来ている。
　1900 年頃、海抜 850メートルの元火口原、池の原。馬の放
牧地で、棒を振って遊ぶ派手な服装の外国人達がいた。それ
がゴルフだと、目をつけたのは長崎県。県立雲仙公園の名物
になると考えた。ゴルフ場造りに奔走したのが倉場富三郎。
「蝶々婦人」のグラバー邸で知られるトーマス・グラバーの息
子だ。
　1913 年 8 月 1 日開場。神戸ゴルフ倶楽部、横屋ゴルフ・
アソシエーション、ニッポン・レース・クラブ・ゴルフィング・
アソシエーション根岸コースに次ぎ我国 4 番目の開場だが、
現在も残るコースでは神戸に次ぎ 2 番目。パブリックゴルフ
場としては日本初。公営ゴルフ場でも第一号。コースは、9

ホール・3200 ヤード・パー 39。設計者は、英国人商社マン
の B・オーレス。設計は経験ゼロの素人だった。
　コースはできたが、知識階級でさえ「ゴルフとはゴリラのこ
とか」という時代だ。入場者数が少ない。1919 年には年間入
場者数が 16 人という記録も残る。
　昭和に入ると日本人来場者も増え始める。それも束の間、
戦時中は、6、7番ホールが複葉練習機の飛行訓練に使われ
た。戦後は 1951 年まで米軍が接収。接収解除を記念して行
われる雲仙国際ゴルフ大会は今も続く。優勝者リストに中村
寅吉、清元登子の名が並ぶ。
　雲仙名物は、カラスのいたずらと噴火だ。餌が少なくなる
11、12月になると、カラスがボールをくわえて飛び去る。カラ
スローカルルールがあるほどだ。

　開場は大正 2 年。パブリックコースとしては日本初で最初
の大衆向けゴルフ場となった。ゴルフそのものが日本人には
まだ馴染みの薄い時代であったにもかかわらず、県営公園内
につくられ、当初から地方自治体によって運営された。設計
は素人の英国人が手掛けた後、ダビッド・フードが改造して
いる。コースは 9 ホールだがすべてが違う趣を持っている。
かなり打ち上げていく4番ホールは、距離は無いが手強い。5
番ホールは、スコットランドを彷彿させる打ち上げのブライ
ンド・パー 3。8番パー 5のグリーン・コンプレックスは高低
差を生かして秀逸。9番では打ち下ろした後、打ち上げていく
見事なパー 4 で締めくくる。コースは自然の形を色濃く残し
た設計で現在も飽きない。距離は無いが球趣を求められる

コースで上級者にも堪らない。忘れてはならない歴史を感じ
る飽きない山コースだ。しかし冬場のカラスの悪戯のロスト
ボールには要注意である。

　 First Public Golf Course in Japan, originally hot-spring 
facilities opend in 1913 for foreign visitors mainly from 
Shanghai, Darian, Vladivostok etc., and record shows 
33,352 visitors in 1915 from 19 different countries such as 
Great Britain, United States, Russia, France, including Pearl 
Back, author of “ The Good Earth “.
　Around year 1900, Nagasaki’s Govrnmental officers 
found group of foreign visitors with flashy clothes 
swinging bars on th pasture land of horses at Ikenohara, 
crater basin 850 meter above sea level.  Nagasaki Prefec-
ture encouraged the place to become local attraction, 
and Tomisaburo Kuraba, son of Thomas Glover, known as 
The Glover House of the Opera “ Madame Butterfly “, was 
the main contributor of golf course openning.   The new 
course was the fourth golf corse opened following Kobe 
Golf Club, Yokoya Golf Association, Nippon Race Club 
Golfing Association, Negishi course, and Kobe and Ubzen 
are the only still remain in business.  The architect B 
Wallace had no experience designing golf courses before.  

The course opened but very few people played as only 16 
played in the year 1919.
　After the start of Showa Era, 1925, Japanese golfers 
started coming but very slowly, and during the war time, 
the 6th and 7th fairway were used for flight training for 
Biplanes etc., then, occupied by the US Military after the 
war until 1951 before released to the local government.   
Unzen International Golf Competition commeroating the 
release started and we see Torakichi nakamura and 
Takako Kiyomoto’s name on the winner’s list with the 
competition is still counting.
　Unzen’s features are “ once in a while Volcanic Eruption “ 
and crow’s mischieves as you find special local rule for 
crow picking up golf balls and fly away when they find 
lack of foods toward winter season

　The course opened in Taisho Era, 1913, even when 
golf was not at all common sports among Japanese 
people, but operated anyway by the local govern-
ment within their Prefectural Park.  B. Wallace, with 
no experience, designed the coures and re-designed 
by Davis Hood in later years.  The 9 ‒hole golf course 
have different characteristics on each hole such as 
4th hole...short but difficult uphill, Par-3 5th.....uphill 
and blind remind us of some in Scotland, Par-5 8th.... 
with the green complex of differenr tiers, 9th 
hole....great looking downhill hole all the way with 
the green up above etc. etc.  The whole golf course 
remain so natural to the environment, and short but 
well-designed layout don’t make even a good player 
boring.  You need good game plan to play well, and 
make sur not to let the crows pick up your golf ball 
lent on the green toward winter season.

開場日：1913年8月14日　コース：9H/3015Y/P36　設計者：B・オーレス
（長崎県）

Opened.....August 14, 1913 / Course.....9 holes, 3015 yards, par 36 / Designed by.....B. Wallace
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1913年、外国人専用の温泉リゾートが、日本初の「パブリックコース」に生まれ変わる
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