
 

創刊 1975 年 6 月 1 日 

 

      逗子テニスクラブ会報White Line   

  ＺｕｓｈｉＴｅｎｎｉｓＣｌｕｂＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｒｅｐｏｒｔ Ｎｏ. 187  （ 2018‐2 ） 

 

2018 年度納会のご案内 

2018 年度の納会を下記の通り開催する予定です。逗子テニスクラブの会員が集まる年 1 回の楽し

いイベントです。多くの皆様のご出席をお待ちしています。 

 

記 

１．日付 2018年 12月 8日（土） 

２．受付開始 17:15 

３．時間 18:00～20:00 

 （17:30〜18:00はウェルカムドリンクタイム） 

４．場所 カンティーナ  

 逗子市新宿 1-3-15 

 TEL.046-870-6440 

５．会費 5,000円 

６．パーティースタイル ブッフェスタイル 

７．パーティー委員 津田美穂（委員長）、梅中（司会）、藤沢、野田、 

 伊藤、岡、原田 

８．お願い ゲームに使用するので 100円硬貨を 1枚ご準備ください。 

９．ご注意 飲食物の持ち込みはできません。 

 

  



2018 年度（18 年 10 月～19 年 3 月）逗子市テニス協会関連行事スケジュール 

当クラブ会員（競技企画部）が運営を担当する行事（網掛け部分） 

 逗子市テニス協会行事（運営団体） 場所 下記日程は協会での予定日 

1 第 25 回オール逗子シングルステニス

大会（ZTC） 

池子第一

運動公園 

10/8(月祝) 

2 

 

第 79 回秋季オール逗子ダブルステニ

ス大会（第 25 回オール逗子シングル

ス大会の準決勝、決勝も同時開催）

（ZTC） 

池子第一

運動公園 

11/3(土祝)、11/4(日) 

 

3 近隣テニス協会との親善テニス大会

（テニス協会） 

池子第一

運動公園 

11/23(金祝)9時～17時、4面 

4 

 

逗子市スポーツクラブ（テニス） 

うみかぜクラブ・テニス支援 

(地域体育会スポーツクラブ支援行

事) 

（テニス協会） 

池子第一

運動公園 

毎月第 2,4土曜 1面 

毎月第 1,3水曜 2面 

9～3月(冬)9時～13時 

5 逗子市テニス協会団体戦 

（テニス協会） 

池子第一

運動公園 

12/2(日)9～17時 4面 

6 審判講習会（テニス協会） 池子第一

運動公園 

2019年 3月 17日(日)9～13時/2面 

7 逗子市スポーツの祭典 池子第一

運動公園 

市民祭りとコラボレーション 

8 市民祭り 2018 テニス講習会（逗子市

商工会協力行事）（テニス協会） 

池子第一

運動公園 

10/21(日) 9-17時 2面 

雨天の時予備日 10/28(日)  

9 地区対抗テニス大会（市体育協） 池子第一

運動公園 

11/11(日)、予備日 11/18(日) 

 

2018 年度の土曜講習会、（池子第一運動公園テニスコート） 

内容 期間・日程 使用面数・時間 

初級・中級講習会 2018年 9月～2019年 3月 毎月第 1、第 3、第 5土曜日：9-13時（冬季時間） 

フリー練習会 2018年 9月～2019年 3月 毎月第 2、第 4土曜日：9-13時 （冬季時間） 

昨年度から協会枠が減っています。皆さんで協力してコートの確保をお願いします。 

 

2018 年度入会者、退会者（家族会員を含む、敬称略） 

・入会者 

福岡 香寿子、関口 裕哉、小山 道弘・和子、和田 紀子、山﨑 みお、皆吉 直樹、肥後橋 秀徳、

柳原 毅・美紀、渡辺 隆則、原田 光男、榎本 モエコ、鈴木 葉子、翠簾野 陸 

・退会者 

内海 明、大江 雅文、大木 夏夫、大場 明子・雄一郎、片井 円華・啓介、木村 俊博、 

久良木 法昭、佐藤 友美、清水 資子、陳 龍湖、田嶋 正巳、田中 久子、谷岡 賢司、秦 純子、

平城 裕子、松田 豊実、森 理恵子、好井 達之・多美、石川 ひろ子、篠 克己、高橋 憲司、 

原田 麻希子、蠣崎 ななみ 

  



土曜講習会、フリー練習会コート確保に向けた取り組みについて 

皆様ご存知の通り、土曜講習会、フリー練習会の時間帯のコート抽選の競争率が高くなっており、

抽選に外れてコートを十分に確保できないケースが増えています。 

コート委員を中心に対応策を検討した結果、下記の方法で申し込みをすることで、抽選確率を高

めようということになりました。 

 

1. クラブ員の申し込み数を把握し、出来るだけ当選確率が高くなるよう申し込みを効果的に分

散させるため、紙による申し込みを主な申し込み手段とします。 

2. 紙による申し込みでは、確認作業が不要となるため、当選した枠を確認漏れにより失うリス

クを回避できます。 

3. これまでネットで申し込んでいた方については、そのままネット申し込みを継続していただ

いて構いませんが、紙による申し込みに切り替えていただくと、管理がしやすくなると考え

ています。 

4. 申込みに関しては、土曜講習会参加者には、ネットであれ、申込み用紙を使ってであれ、最

低でも 1 コマは必ず申込みをしていただきます。可能であれば、 2 ないし 3 コマの申込み

をしていただきます。 

5. また、家族を含めて申込みをしても構わないということなら、ご本人に加えて家族名義にて

の申込みもお願いします。(既に何人ものクラブ員の方が、ご家族分も申し込みをしていただ

いています。) 

 

上記の申し込み手順を確実に実施するため、次のように運用する予定です。 

 

① コート内ベンチに置いてある講習会参加者名記載ノートの横に、逗子市公園施設 抽選申込書

の用紙（アリーナ受付に常時置いてある緑色の用紙)を束ねて置いておき、クラブ員に必要事

項を記載して申込みをしてもらうようにお願いします。 

② 月末になったら土曜講習会用コート申込み一覧表（コート委員が毎月作成している時間帯/誕

生日月別の表）をコート内掲示板に貼り出し、申し込み日を出来るだけ均等に分散させられ

るようにして、クラブ員に抽選申し込みをお願いします。 

③ 月初め第 1 週目の土曜講習会当日には、練習前の準備体操のあとコート委員から口頭で参加

者にコート予約申込みのお願いをさせていただきます。15 日を過ぎていなければ、第 3 週の

土曜日にも、再度コート予約申込みのお願いをさせていただきます。 

④ 講習会終了後 A、B、C、D各コートのヘッドコーチが、講習についての纏めの挨拶をされる際

に、今一度コーチからもコートの申込みをするよううながしてもらうようにします。 

⑤ 各コートで、2名のコート委員を選出していただき、そのコート委員にコートごとの取りまと

めをしていただきます。 

 

なお、申込み用紙を使ってのコート申込みは、必ずしも本人がアリーナ受付に出頭の要はなく、

代理人による手続きでも構わないことをアリーナ受付担当者に確認済みです。 

 

この方策により、コート確保状況がどれくらい改善するか、状況を見ながら必要な対策を進めて

いきますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。 



逗子テニスクラブホームページ管理者の募集について 

逗子テニスクラブのホームページが開設されてから、既に 10年以上が経過しました。一度大幅な

リニューアルをしましたが、ホームページの更新は滞りがちです。Facebook ページも開設していま

すが、こちらの更新も滞りがちです。 

折角のホームページをもっと活用するために、広報部員として逗子テニスクラブのホームページ

を一緒に管理してみませんか。 

我こそはと思わん方は、下記のメールアドレスまでお申し出ください。 

メールアドレス：ztc1975+koho@gmail.com 

 

逗子テニスクラブの年会費納入状況 

2018 年 4 月 1 日～6 月 30 日に、2018 年度の年会費納入をしていただきました。その結果、下記

の通り納入がありましたのでお知らせします。 

記 

１．正会員費 183名 457,500円 

２．家族会員費 57名 57,000円 

 

また、10 月 24 日時点で、今年度入会の会員は下記の通りです。 

記 

１．入会金 10名 10,000円 

２．正会員費 10名 25,000円 

３．家族会員費 5名 5,000円 

 

第一運動公園コート「土曜講習会」の年会費納入状況 

 土曜講習会に参加される方からは、逗子テニスクラブ年会費の納入とは別に土曜講習会費を納入頂

いています。納入状況は下記の通りです。 

記 

１．参加者数 113名 （ZTC会員 113名、ZTC非会員 0名） 

２．納入者数（ZTC会員） 113名 339,000円 

３．納入者数（ZTC非会員） 0名 0円 

 

土曜講習会の 2018年度の年会費納入は継続して行っています。土曜講習会の場で会計事務担当(藤原

さん)に現金でお支払いいただくか、下記の口座にお振込みください。 

記 

銀行名：みずほ銀行 逗子支店 （普通預金） 口座番号  １９８７９４５  

口座名：ドヨウコウシュウカイ 

会費： 3000円 

（ご家族分まとめての振込みも可能です。その際は振込み人名にご家族のお名前も付記して下さい。） 

 

 ご注意：第 2、第 4土曜日のフリー練習会にのみ参加されている逗子テニスクラブ会員も 

     「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。 
 

退会の連絡、その他質問等を希望される方は、ホームページからお問合せください。ホームペー

ジからのお問合せが困難な場合は、土曜講習会開催時間にお出でいただくか、下記メールアドレス

にお問合せください。逗子テニスクラブの担当者から回答させていただきます。 

 

メールアドレス：ztc1975+support@gmail.com 

2018年 10月 26日 
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