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新新年年度度石石川川会会長長かかららののごご挨挨拶拶  
今年は、逗子テニスクラブ創立から、38 年目にあたります。2015 年に実施予定の 40 周年記

念行事に向け実行委員会が組織され、その準備に掛り始める年となります。このクラブは会員

の皆さんの協力で運営されている団体なので、実行委員会が成立しましたら、沢山の皆さんに

参加して頂き、盛大な思い出深いイヴェントにしていきたいと願っております。さて、今回は、

ZTC の設立当初からのテニス環境の変遷について、述べてみたいと思います。 

1972 年―75 年の三島市長時代に逗子市はスポーツ都市宣言を高らかに謳いました。 

丁度、第一運動公園の原っぱが返還された時期でした。だが実際は、次期の富野市長時代でも 

市営体育館のみが存在する状態で、スポーツ都市宣言は絵に描いた餅の状態でした。 

この時、体育課長、体協会長、体協理事長三者が学校施設のスポーツ団体への解放利用の案を 

打ち出しました。ZTC も体協に属せねばその恩恵に浴せないと助言を受け、急遽テニス協会を 

設立し体協に加入いたしました。この間、富野市長とは幾度もお会いし久木コートのオムニ化 

をお願いいたしました。 

それまでは、土日の市営コート利用は、会員が個人で申し込み運よく当選したコートを皆で 

シェアーしており、1 面のコートに何十人と群がり、特にＤコート横の芝生はピクニックの 

弁当時のような混雑で、その上クレーコートでしたので冬場は使用できませんでした。体協 

に加盟後は市営コートでの年間行事の予約と土曜講習会の 2 面確保が可能となりコートの 

大混雑は、やっと解消されました。久木コートがオムニ化され、現在のように利用できるよう

になったのは 20 年前でした。以来久木コートの鍵や利用表の管理等、殆ど全ての面倒を 

ボランテアでみてくださっている小池夫妻には、感謝の念に堪えません。 

 

紆余曲折はございましたが、ＺＴＣはいつも会員の皆さんのテニスへの情熱で様々なハードル

を乗り越えてまいりました。これからも皆様のお力を結集し熱く、温かな明るいクラブで 

ありたいと心から願っております。 

逗子テニスクラブ会長 石川公一 

総総会会開開催催ののおお知知ららせせ  
        日日時時      平平成成 2244 年年 44 月月 2211 日日((土土))    午午後後 11 時時 3300 分分～～33 時時  
      会会場場      逗逗子子アアリリーーナナ第第 33 会会議議室室  
      議議題題      平平成成 2233 年年度度各各部部活活動動報報告告、、会会計計報報告告、、平平成成 2244 年年度度活活動動計計画画案案、、予予算算案案他他  
                      

＊＊  ククララブブ運運営営にに関関ししてて、、新新入入会会員員ををははじじめめククララブブ員員のの方方々々ののごご意意見見ををおお聞聞ききすするる

貴貴重重なな場場ととななっってておおりりまますす。。ごご多多忙忙ととはは存存じじまますすがが  、、多多くくのの方方々々ののごご参参加加をを  
おお待待ちちししてておおりりまますす。。  

  



平成２４年度 春季オール逗子テニス大会開催要項 

主催：逗子市テニス協会      

運営：逗子市テニス協会 

１日  時 平成 24年 4月 8日（日）9時より（集合 8時 45分）ラウンドロビン方式 

平成 24年 4 月 15日（日）9時より（集合 8時 45分）順位別トーナメント 

二日間にわたる大会です。二日目のトーナメントはコンソレを予定。 

２会  場 逗子市第一運動公園テニスコート（砂入人工芝 4面） 

３種  目 男子ダブルス、女子ダブルス（共に 8日・15日にまたがる） 

４募集組数 男子ダブルス 16組、女子ダブルス 16組  

内訳：Ａクラス：上級クラス男女共 8組、Ｂクラス：初級・中級クラス男女共 8組 

初めから男女共 2クラスの大会です。初級・中級の皆様の多数のご参加を 

お待ちします。尚クラスは申し込み時自己申請して下さい。 

＊申込組数が多いときは、試合方法を変更することがあります。 

５参加資格 逗子市テニス協会加盟団体メンバー及びうみかぜクラブ員 

６賞品   順位別トーナメントの 1～2位に賞品があります。 

７試合方法 8日はラウンドロビン方式（2グループによるリーグ戦、6ゲーム先取ノーアドバンテージ

方式）後、15日は順位別トーナメント戦（６ゲーム先取ノーアドバンテージ方式） 

15日はコンソレを予定。 

＊天候その他の事情により、試合方法が変更になる場合があります。 

天候不順による試合の有無は、会場にて決定します。 

８使用球  ダンロップフォート 

９参加料  一組 ４,０００円（高校生以下は１組２,０００円） 

10申込方法 申込用紙（コピー可）に必要事項を漏れなく記入し、各クラブの代表者が取りまとめドロ

ー会議に持参して下さい。参加料は当日頂きます。ドロー発表後のキャンセルはエントリ

ーフィーを頂きますのでご注意ください。また、逗子市体育協会（第一運動公園テニスコ

ート内事務所）でも受付けます。申込用紙は事務所に備え付けてあります。 

11申込期間 平成 24 年 3月 1日（土）から 3月 31日（土）正午まで。 

12ドロー会議 ドロー会議は 3月 31日（土）午後 5時から行います。発表は 4 月 1日（日） 

13申込先  各クラブ担当者・テニス大会事務局及びテニスコート事務所まで 



14問合せ先 春季オール逗子テニス大会事務局 

      担当 安井・甘粕・新倉・碓井・ 

矢上（電話０４６７－２４－８６８０） 

  大会はお一人での申し込みもお受けします！パートナーについては、大会事務局にて調整させていた

だきます。（参加料はお一人の場合２，０００円です。） 

また、この大会は誰でも参加しやすく、親しみやすい大会を目指していますので、ラウンドロビン方式

も A,Bの各クラスで分けて行います。初心者の方も大歓迎です。奮ってご参加ください！  

切り取り線 

平成２４年度 春季オール逗子テニス大会 申込書 

種目： 男子ダブルス・女子ダブルス （いずれか○印） 

  ＊ジュニア（18 歳未満）の方は、所属クラブ欄に学校名を記入。 

氏  名 住  所 電 話 所属クラブ エントリー

クラス 

     

     

 

切り取り線 

  

年年末末パパーーテティィーー  
前号にてご案内いたしました平成 23 年度納会は、平成 23 年 12 月 17 日（土）アフィーテ葉山で 

開催され 89 名（男性 46 名、女性 43 名）の参加がありました。パーティー委員の方々、司会進行の桐生

政郎さんお疲れ様でした。また、持ち込み用のワイン、日本酒などをご寄付くださった会員の方々の 
ご協力に感謝いたします。 
パーティー委員の皆さん（敬称略）：佐佐藤藤弓弓子子、、柳柳原原、、東東、、鈴鈴木木瞳瞳 

 
 

      平平成成 2233 年年度度会会費費のの未未納納者者のの扱扱いいににつついいてて  
平成 23 年度逗子テニスクラブの会費の未納者は平成 24 年 2 月 29 日現在で 13 名です。  

3 月末の時点で未納の方は、退会の扱いとさせていただいきますので、予めご了承ください。 

 



土曜講習会会費の値上げについてのお願い 
逗子テニス協会会長 加藤久明 

 土曜講習会は発足以来、第 1、第 3 土曜日は指導員による講習会、第 2、第 4 土曜日は自主練習会を 
おこなっております。コート使用料、ボール代などは受益者負担とし、会員 1 名につき年 3000 円の会費を 
納めていただいておりました。指導員へのお礼金（謝金）につきましては、指導員の方々のボランテア活動と 
して支給しておりませんでしたが、平成 20 年度から諸般の事情を考慮し、指導員に対し 500 円/1 人/1 回を 
支給することといたしました。その経費も受益者負担としてお願いすることになりましたが、発足時の会費の 
繰越余剰金が相当額ありましたので、会費は値上げせず当面はそれを充当することといたしました。 
しかし、ここに至り剰余金の残高が枯渇する状況になりました。 
 つきましては、指導員に対し謝金を 500 円/1 人/1 回の支給を含めた現状の講習体制を維持するため、 
会費の値上げをお願いしたく、平成 24 年度会費から 1000 円/年を値上げし 4000 円/年とさせていただきたく 
よろしくご理解をお願いいたします。 
 なお、現在受講者は 160 名で、指導員は 22 名、指導員への謝金は年額 140,000 円～150,000 円と 
なっております。 
                                    平成 24 年 3 月 

 
注）逗子テニスクラブ会員は クラブ会計より 1000 円の補助が出ており、3000 円の振り込みとなります 

お間違えないようにお願い致します 
① 4 月 1 日より 6 月末日迄、平成 24 年度の「逗子テニスクラブ」の年会費納入をお願いしております。 

なるべく早めの納入にご協力ください（逗子テニスクラブ会員全員が対象です）。 
みずほ銀行逗子支店 普通預金 口座番号  １１１１３８１ 道山章子 
正会員 ２５００円、 家族会員 １０００円 です。 
家族会員は昨年度より 1 名につき 1000 円になっております 

 
② 4 月１日より。平成 24 年度の池子コート「土曜講習会」参加者の年会費納入をお願いしております。 
 逗子テニスクラブ会員で、土曜講習会に参加される方は①とは別に下記に納入ください。 
 みずほ銀行逗子支店 普通預金 口座番号  １９８７９４５ 土曜講習会 

会費  ３０００円 （ご注意ください、今年度から３０００円となっております。） 
（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名も付記してください） 

 

 
 
 
 
 
 
                                  平成 24 年 3 月 10 日          
 


