
 

2018 年度（平成 30 年度）逗子テニスクラブ 総会 

 

 

日 時 ： 2019 年 (平成 31 年) 4 月 20 日(土)  13 時 30 分～15 時 00 分 

場 所 ： 逗子市体育館（アリーナ） 第 3 会議室 

 

 

議 事 次 第 

 

 

1． 開会の辞  

2． 石川 公一 逗子テニスクラブ会長 挨拶 

3． 議案 審議 

（ア）第 1 号議案 2018 年度 活動報告 および 会計報告 

① 技術指導部 

② 競技企画部 

③ 広報部 

④ 総務部 

⑤ 経理部 

⑥会計監査報告 

（イ）第 2 号議案 2019 年度 活動計画 ⁺および 予算 

① 技術指導部 

② 競技企画部 

③ 広報部 

④ 総務部 

⑤ 経理部 

（ウ）第 3 号議案 役員の選任 

（エ）第 4 号議案 2019 年度クラブ員の所属 と 主な活動内容 

（オ）その他 

4． 閉会の辞 加藤 誠 副会長   

 

以 上 

 

 



第1号議案　2018年度　活動報告　および　会計報告

     逗子テニスクラブ技術指導部

協会の委託を請けて，本年度は以下の事業を行い参加人員はおおよそ次のような結果になりました。

延べ参加数 コーチ 合　計 前年度合計

1237 277 1514 1462

401 36 437 388

147 56 203 215

142 39 181 173

56 8 64 0

1983 416 2399 2238

＊　土曜講習会のコート確保は皆さんに協力してもらいある程度確保されました。1回当たり参加者が多かった。

      フリー練習会はコート確保は少なかったが開催日が2日程多く参加者が多くなった。

　　　夏期ジュニアスクール、市民スクールの参加者は殆ど変化はなかった。市民祭りは今年は開催できた。

＊　各講習会に参加していただいたコーチ・アシスタントの皆さまには１年間多大なご協力をいただき誠に

　　　有難うございました。

前年度繰越金 570,524 コート代 132,000

ボール代 0

会費（一般）(クラブ） 372,000 飲料代 36,040

　　　　　　　 (協会)　　　　 0 会議費 78,800

市民土曜テニス事務費 124,400 コーチ謝金 138,500

利子 3 保険料 55,170

市民土曜テニス経費 188,000

通信事務費 3,000

その他 12,000

次期繰越金 423,417

1,066,927 1,066,927

＊本年度は市民土曜テニスの参加者が少なく支出が多くなった分、経費が多く嵩む結果となった。

２０１8年度（平成30年度）・会計報告

3,000x124

支出の部

２・第二土曜フリー練習会

51/58

４・市民スクール　　　　　　　　　　　　

21/25(4～3月)

３・夏期ジュニアテニススクール　　　　　　　　　　　　　

3,000x0

20/23(4～3月)

　　　　　　　　　　合　　計　　　　　　　　　　

収入の部

１・第一、第三、第五土曜講習会

５・逗子市民祭り　　　　　　　　　　

２０１8年度（平成30年度）技術指導部活動報告

4/4(8月)

5/5(4～5月)

1/1(10月)

実施回数／予定（実施月）



競技企画部 2018 年度(平成 30 年度) 活動報告 

（平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月） 

(1) 1 月 13 日(土) 2018 年度(H30 年度)県クラブ対抗戦（第 39 回）不参加(参加権利は残留) 

   

(2) 

 

 

 

 

(3) 

4 月 7 日(土) 

 

 

 

 

ＺＴＣ親睦大会   

第 42 回都市対抗県大会の逗子市代表として当逗子テニスクラブからは下

記の方々が参加 (藤沢市辻堂テニスコートにて) 

松井博道、高崎増次、菊池隆美、野田仁、 

１Ｒ：藤沢市に ６：１で敗退 

 

 

 H30 年 7 月 16 日 

  （月・祝）  

第 39 回 ZTC 親睦大会   池子の森コート  猛暑で危険と判断し中止 

      

                              

H30 年 11 月 25 日 

  （日）   

第 40 回 ZTC 親睦大会   池子の森コート  コート取れず中止 

 

 

H31 年 3 月 21 日 

  （木・祝）  

第 41 回 ZTC 親睦大会   池子の森コート  雨天中止 

 

 

① 今年度３大会計画したが、いずれも猛暑、コート取れず、雨天、で中止せざるをえなかった。 

② 依然、大会のための池子の森コート２面の指定日確保に、大変苦労している、米軍側占有コートの 

１面使用許可は現状難しく、クラブ員の人海戦術で取るも毎回、以前希望面数の 1/3 しか取れない。 

③ 不参加の理由に、多くの人からハードコートでの長時間の試合は無理とのことであった。 

大会コートについても、課題である。 

 

（４）大会運営 

       逗子テニスクラブ(競技企画部)運営・下記三大会の実施 

 

１） 第２８回オール逗子ミックステニス大会実施（６/3, 6/10）参加者・・４２名 

２） 第２５回オール逗子シングルステニス大会（10/8, 11/3）参加者・・４９名 

３） 第７９回秋季オール逗子ダブルステニス大会 (11/3, 11/4) 参加者・・６２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

競技企画部 2018 年度(平成 30 年度)会計報告 

(平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月) 

 

 

収 入 支 出 

前年度よりの繰越金 

クラブ費より 

親睦試合参加費   

(1)7/16 親睦試合 猛暑中止   

(2)11/25 親睦試合コート取

れず中止    

(3)3/21 親睦試合 雨天中止           

 

0 

100,000 

 

 

 

 

   

(1)7/16 親睦試合猛暑中止 

(2)11/25 親睦試合コート取

れず中止 

(3)3/21 親睦試合雨天中止 

会議諸費 

通信諸費 

残金                        

2,570 

 

0 

2,540  

24,000 

16,500 

54,390 

 100,000  100,000 

                                       

   

                                       



 

2018 年度 広報部 活動報告 / 会計報告 

 

ホワイトライン 3回発行、及び配布（配布漏れ、会員の住所確認の為、総て郵送） 

第 1 回 平成 30 年 5 月発行 No.186 

平成 29 年度総会報告 

平成 30 年度逗子市テニス協会関連行事スケジュール 

平成 30 年度会費納入のお願い 

平成 30 年度「土曜講習会」の年会費納入のお願い 

第 2 回 平成 30 年 11 月発行 No.187 

納会のお知らせ 

平成 30 年度下期逗子市テニス協会関連行事スケジュール 

2018 年度入会者、退会者 

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 

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年会費納入状況 

第一運動公園コート「土曜講習会」の年会費納入状況 

第 3 回 平成 31 年 3 月発行 No.188 

会長からの新年ご挨拶 

総会開催のお知らせ 

納会報告 

2019 年度逗子市テニス協会関連行事スケジュール 

土曜講習会コート確保のお願い 

年会費、土曜講習会費納入のお願い等 

 

収入 支出 

項目 金額 備考 項目 金額 備考 

クラブ予算 100,000  会報印刷代 16,808  

   郵送代 41,404  

   消耗品 0  

   通信費 5,000  

   会議費 6,960  

   ドメイン維持費 3,067 HP用 

      

小計 100,000  小計 73,239  

   残金 26,761  

合計 100,000  合計 100,000  

 



 

2018 年度 総務部 活動報告 

 

日 付 活 動 項 目 主 な 活 動 内 容 

２０１８/０４/０６ 2018 年度 

第 6 回役員会 

総会に向けての資料内容 最終確認・擦り合わ

せ 

２０１８/０４/２０ 総 会  

２０１８/０６/１６ 

 

第 1 回役員会 １．ZTC 年会費 及び 土曜講習会年会費 納入

状況 

２．7 月 16 日（月・祝）開催予定の ZTC 親睦

試合要綱 

3.  2 年目に入った市民土曜テニス 

4.  テニス協会への新たな要望・依頼事項など

（体協内でのテニス協会ポジションアップ 

へ向けて） 

５．久木コート関連 

２０１８/０８/１８ 第 2 回役員会 １．ZTC 親睦試合急遽中止、これに替わる大

会開催の可否 

２．対 ZTC 会員 Gallery-２(旧黒川スポーツ)

特典 

３．年末パーティー (納会) 日取り 

２０１８/１０/２０ 第 3 回役員会 1. 年末パーティー（納会）概要 

2. 土曜講習会用コート予約（抽選）申し込み

関連 クラブ員の更なる協力強化策 

3. 次号 White Line 記事内容 

２０１９/０１/１２ 第 4 回役員会 １．年末パーティー（納会）報告 

２．土曜講習会用コート予約（抽選）に係わる

申込み・・・クラブ員の参画度強化策 

３．新年度（2019 年度）コート優先枠 対体

協 活動計画 (案) 提示 

４．総会日程 

２０１９/０３/３０ 第 5 回役員会 総会資料(案) 内容確認 

会員推移 (正会員、家族会、合計) 2017 年度 (194 名、61 名、255 名) 

2018 年度 （186 名、59 名、245 名）） 

 

 



 

【補足】 

役員会は、第１回から第５回まで開催（第 4 回は、新年会を兼ねての役員会） 

これまでに同じ。 

 

通年の活動,   

・入会申込み希望者への対応と会員名簿の整理 

・第一運動公園テニスコートの申し込みと抽選結果（後）の管理 

       － 第４四半期以降は、コート委員主導による申し込みとそのコーヂィ 

ネーター役的事務に 

 ・体協事務局との擦り合わせ（時に応じて）・・・市民土曜テニスとの絡み 

 

 

2018 年度 総務部 会計報告 

収入の部 支出の部 

項 目 金 額 項 目 金 額 

クラブ予算 ７０，０００ 会議室使用料 ３，０００ 

  会議費   ２９，２０２ 

  通信費 ３，５００ 

  小 計   ３５，７０２ 

  残金   ３４，２９８ 

合 計 ７０，０００  合 計 ７０，０００ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 逗子テニスクラブパーティー収支報告書 

 

1. 収入の部  （単位：円） 

項  目 収入済額 備     考 

1. 会費 285,000 5,000 円×57 名 

2. 補助金 100,000 逗子テニスクラブより 

合計 385,000  

 

2. 支出の部  （単位：円） 

項  目 支出済額 備     考 

1. 運営費 320,500 5,000 円×57 名 

会場費 320,500 5,500 円×57 名（ウエルカムドリンク代含む） 

機材借り上げ 7,000 円（マイク 2 本、スクリーン等） 

2. 事務費 61,154  

謝品購入費 54,000 2,000 円×25 名（スポーツタオル） 

商品購入費 3,774 655 円×5 本（ワイン） 

消耗品費 3,380 チケットプリント、ラッピング代等 

合計 381,654  

 

収    支 

収入合計 385,000 円 

支出合計 381,654 円 

差額 3,346 円 

 逗子テニスクラブへ戻入金 3,346 円 

 

上記のとおり報告します 

平成 30 年 12 月 10 日 

 2018 逗子テニスクラブパーティー実行委員会 

 実行委員長 津田 美穂 

 



項目 項目 金額
クラブ費より 会議費 14,513

雑費 1,069
通信費（３人分） 4,500

小計 小計 20,082
残金 9,918

合計 合計 30,000
　

2018年度も会員の皆様のご協力により、6月までの年会費入金を達成いたしました。
ただ、3月中に来年度の会費を振り込まれる方が毎年おられます。
4月になってからの振り込みをよろしくお願いいたします。

30,000

経理部

2018年度経理部会計報告

収入 支出
金額

30,000

30,000



収入 支出

会費 総会員245名

(正会員  186名 x2,500)

(家族会員  59名 xl,000)

(新入会員  13名 xl,000)

利息

465,000

59,000

13,000

9

1,026,361前年度繰越金

総務部

競技企画部

広報部

経理部

協会加盟費

納会補助費

次期繰越金

35,702

45,610

73,239

20,082

35,000

96,654

1,257,083

1,563,370合計1,563,370合計

平成30年度会計報告

財産目録

上記の通り相違ありません。

平成31年 3月 31日

上記の内容を監査し、問題なき事を報告します。

Zゝ 二↓
7=口 : 道山章子①

歌田 恵子

会計監査 桐生 政郎 ⑪

1)普通貯金 1,056,063

2)現金 201,020

合計 1,257,083



第2号議案　2019年度　活動計画　および　予算

技術指導部

２０１9年度（平成31年度）計画

夏期 冬季

土曜講習会　 ９時～１２時 ９時～１２時

フリー練習会 ８時～１２時 ９時～１３時

２０19年度（平成31年度）予算

前年度繰越金 423,417 コート代 140,000

ボール代 15,000

会費 (クラブ） 3,000x130 390,000 飲料代 40,000

　　　 (協会)　　　　 3,000x0 0 会議費 80,000

市民土曜テニス事務費 130,000 コーチ謝金 140,000

利子 100 保険料 55,000

市民土曜テニス経費 190,000

通信事務費 3,000

その他 22,000

次期繰越金 258,517

943,517 943,517

収入の部 支出の部

第１・３・５土曜日　

第２・４土曜日



競技企画部 2019 年度(平成 31 年度) 活動計画 

           （平成 31 年 4 月から平成 32 年 3月） 

1. クラブ行事として以下を予定 

 行事 予定・月 日 

(１) 逗子テニスクラブ内親睦テニス

大会             

（池子の森テニスコート） 

 

 

・2019 年 9 月 23 日（月・祝） 池子の森コート    

・2020 年 3 月 20 日（金・祝） 池子の森コート   

 

  

 

    ＊ ＺＴＣ親睦大会、依然開催の要請のあるものの、池子の森コートの米軍 

     側の一面は難しくなり、コート予約はクラブ員の人海戦術で行うも、従来の 1/3 

     しか取れず、確保は難航している、確保の目途が立つまで、今年は２大会を計画。 

     逗子テニスクラブ内唯一の大会の場、土曜練習会等でのレベルアップ成果を見る場 

     ゆえ、どのように継続実施できるか課題である。長い歴史を持つ親睦試合をこのまま 

     やめてしまうのか また池子の森コート、ハードコートゆえ長時間プレーには無理と 

     敬遠する会員も多く、開催場所も課題である 

      

 

２．大会運営 

     本年度も下記三大会・逗子テニスクラブ(競技企画部)にて大会運営を予定  

 

１） 第２９回オール逗子ミックスダブルステニス大会（6/2,6/9） 

２） 第２６回オール逗子シングルステニス大会（10/13,10/14） 

           (本年のシングルスは、連続２日間で実施) 

３） 第８１回オール逗子ダブルステニス大会（11/3,11/4） 

 

３．その他 

 

(１) 当クラブが参加、運営大会とクラブが協会の委託を受け実施する予定事業の 

     2019 年度・年間行事計画を次のページ②．に添付する。     

 (２) 当クラブが協会の委託を受け実施する、講習会、テニス教室等のための池子 

    コート利用計画を次々のページ③．に参考添付する。(詳細は技術指導部計画 

    による）    

 

  

      

 

 

 

 

 

 



 

 

②．２０１９年(平成 31 年)当クラブが参加,運営大会と協会からの委託事業の年間行事計画 

 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決定日 

1 第 43 回都市対抗県大会(テニス協会) 地区コート 4/6(土), 4/7(日), 4/14(日)予備日 

2 第 80 回春季オール逗子ダブルス

テニス大会(テニス協会) 

 池子 4/7(日),4/14(日) 

3 第 26 回市民テニス スクール 

(テニス協会） 

池子 ４/29(月祝)、5/3(金祝), 5/4（土祝). 

5/5(日),5/6(月祝),予備日 5/12(日)  

全５回 AM10:00-12:00  2 面  

4 第 29 回オール逗子ミックスダブルス

テニス大会(逗子テニスクラブ) 

  池子 6/2(日), 6/9(日) 

 

5 2019 ジュニア・サマーテニスス

クール（テニス協会） 

池子 8/1(木)～8/4(日)（全４回）・４面 

水,木,金は 9-11 時、土,は 8-10 時 

6 第 40 回 ZASA 市民テニス大会 

（グリーンヒルテニスクラブ） 

池子/久木 9/15(日)と 9/16(月祝)、 

 

7 第 26 回オール逗子シングルステ

ニス大会（逗子テニスクラブ） 

池子 10/13(日)と 10/14(月祝) 

8 

 

第 80 回秋季オール逗子ダブルス

テニス大会（逗子テニスクラブ） 

 池子 11/3(日) 

11/４(月祝) 

 

9 近隣テニス協会との親善テニス大会 

（テニス協会） 

  池子 11/23(土・祝)9 時～17 時、４面 

10 

 

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 

 

 

池子の森 

毎月第２、第４土曜、１面 ４時間 

 4～8 月(夏)8 時～12 時 

       9～3 月(冬)9 時～13 時 

毎月第１,3 水曜、2 面、8(9)時～12(13)時 

11 逗子市テニス協会団体戦(協会) 池子 2/23(日)9～17 時 ４面 

12 審判講習会（テニス協会） 池子 平成 32 年 3 月 15 日(日)9～13 時/2 面 

 

13 逗子市スポーツの祭典 

市民祭り2019 テニス講習会(合同開催 

逗子市体協、商工会 協力行事)  

池子 10/20(日)10～16 時  2 面 

雨天の予備日なし  

    

14 地区対抗テニス大会(逗子市体育

協会) 

池子 11/10(日)、予備日 11/17(日) 

15    

    

  



 

   本項目、参考掲載(詳細は技術指導部計画書による) 

 

③土曜講習会、市民土曜テニス教室・のための池子コート利用計画 

 

 2019 年度,当クラブが逗子市体育協会・指定の優先枠にて土曜講習会および市民土曜テニス教室 

 を行うための池子コート年間利用計画 

講習会/教室 期間･日程 土曜講習会と市民土曜テニス教室のための基

本使用日と面数･(第１,3,5 土曜日に、年間枠

２６日)・・＊詳細の日程は欄外に。 

 

 

 土曜講習会 

（市民土曜テニス

教室）・・２６日 

(第 1,3,5 土曜)  

4 月-８月 

9 月-2020 年３月 

毎月第 1,第 3,第 5 土曜日：8-12 時(4 時間)（夏季）

C,D コート 2 面 

毎月第 1,第 3,第 5 土曜日：9-13 時(4 時間)（冬季）

C,D コート 2 面 

 

＊ 市民土曜テニス教室(講習会)の詳細日程は下記、 

各月(各月・第１、第３、第５)土曜日・・全２５枠（２６枠は取れず） 

   ４月：６、２０ 

   ５月：１８ 

   ６月：１，１５ 

   ７月：６、２０ 

   ８月：１７、３１ 

   ９月：７，２１ 

  １０月：５，１９ 

  １１月：２、１６、３０ 

  １２月：７、２１ 

   １月；４，１８ 

   ２月：１，１５、２９ 

   ３月：７，２１、   

 

 

 

4.      競技企画部 2019 年度(平成 31 年度)予算 

     （平成 31 年４月から 32 年 3 月） 

収 入 支 出 

2019 年度予算(クラブ) 

親睦試合参加費 

   

  100,000 

       28,000 

親睦試合諸経費 

会議諸費通信費等 

 

 

86,000 

42,000 

 

 128,000  128,000 

 



 

広報部 

 

ホワイトライン 3 回発行、及び郵送 

第 1 回 5 月中旬 ・ 総会報告 

・ 会費納入のお願い 

・ その他  

第 2 回 10 月下旬 ・ 納会案内 

・ 試合案内 

・ その他 

第 3 回 2020年2月下旬 ・ 総会開催のお知らせ 

・ 年間予定 

・ 会費納入のお願い 

・ 納会報告 

・ その他  

 

一般部員の皆様には、WhiteLine への記事の掲載等でご協力いただきます。 

 

201９年度広報部予算 

収 入 支 出 

2019 年度予算 100,000 

      

会報印刷代 

郵送代 

消耗品 

通信費 

会議費 

ドメイン維持費 

22,000 

50,000 

10,000 

5,000 

10,000 

3,000 

 100,000 合計 100,000 

 



 

2012 年度 総務部 活動計画 

 

１. 活動計画 

 

2012 年度は、主として 次の活動を行っていきます。 

１）二か月に一度の役員会の運営と 4 月の総会の準備・段取り・運営 

２）クラブへの入会希望申込み希望者への対応と名簿の管理 

３）第一運動公園コート（年間通して）plus 池子の森自然公園コート（年２～３回）の 

予約申し込みと抽選結果の確認 / 管理 

４）クラブ内 各部への報告・連絡・相談・打ち合わせ事務 

5) 市民土曜テニス関連 体協との打ち合わせ（必要に応じて） 

6) 上部関係団体（主としてテニス協会）との打ち合わせ (必要に応じて) 

７）年末パーティー（納会）-委員へのサポート 

 

 
2. 予算 

 

2012 年度  総務部 予算 

収入の部 支出の部 

項  目 金  額 項  目 金  額 

クラブ予算 .６０，０００ 会議室使用料 ４，０００ 

  会議費 ４０，０００ 

  通信費 ３，５００, 

  ∔予備費 １２，５００ 

    

合 計 ６０，０００ 合 計 ６０，０００ 

 



項目 項目 金額
クラブ予算 会議費 20,000

通信費 4,500
予備費 5,500

合計 合計 30,000

会員の皆様には4月～6月に2019年度分の年会費をお納めいただく様よろしくお願いします。

毎年、「振り込み金額の間違い」、「名前の間違い」が多々見られますので、

間違いのない様、ご協力お願いいたします。

また、転居、家族会員の変更等ありましたら、お知らせいただくようお願いいたします。

経理部は皆様の会費を有意義に運用していきたいと思います。

30,000

30,000

2019年度経理部予算

収入 支出
金額



単位（円）

会費　 60,000

100,000

100,000

30,000

35,000

100,000

20,000

1,412,083

合計 1,857,083

1,257,083

1,857,083 合計

競技企画部

広報部

2019年度逗子テニスクラブ全体予算

　（正会員    　　1名x2,500）

600,000

前年度繰越金

支出の部収入の部

総務部

協会加盟費

納会補助費

予備費

次期繰越金

　（家族会員       1名x1,000）

　（新入会員       1名x1,000) 経理部



 

第３号議案  役員の選任 

 

特命担当役員  久田見 直樹 

技術指導部長  浮邉 伸行 

競技企画部長  加藤 誠 

広報部長    末延 龍雄 

総務部長    藤原 功紹 

経理部長    道山 章子 

 

 

第４号議案  2019 年度 クラブ員の所属部署と 主な活動内容 

 

2019 年度のクラブ員の所属部署と主な活動内容を 次の通りとする。 

 

苗字の５０音 所属部署 主な活動内容 

あ行 経理部 入会金や会費の間違い、名前違い防止への

協力 

か行 総務部 第一運動公園コート申込み支援、入会希望

者受付支援、パーティー委員支援 

さ行、た行 技術指導部 土曜講習会運営への協力（練習前のネット

やボールの準備、参加者の確認、古くなっ

たボールの分別、コート外に出たボールの

収集など） 

な行、は行 競技企画部 クラブが関係する大会の運営への協力 

ま行、や行、ら行、わ行 

 

広報部 WhiteLine への記事掲載、情報提供への

協力 
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