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2014 年度の総会報告 

2015 年 4 月 18 日（土）逗子アリーナ第 3 会議室にて総会が開かれ、以下の議案が承認されました。 

・2014 年度活動報告 

  技術指導部、競技企画部、広報部、パーティー委員、総務部、経理部、会計監査報告 

・2014 年度会計報告                             (単位 円) 

収入の部  支出の部  

会費 総会員 332 名            
（正会員   246 名×2500） 
（家族会員  86 名×1000） 
（新入会員  13 名×1000 
過剰入金分 
利息 
親睦試合参加費（2 大会分、63 名×1000） 
前年度繰越金 
 
 
 

 
615,000 

86,000 

13,000 

300 

146 

63,000 

684,183 

 

 
 

総務部 
技術指導部 
（土曜講習会補助費 

153 名×1000） 

競技企画部 
広報部 
経理部 
協会加盟費 
納会補助費 
慶弔費 
年会費返金分 
銀行手数料 
次期繰越金 

39,975 

153,000 

 

 

133,302 

107,531 

20,581 

65,000 

100,000 

10,000 

2,000 

108 

830,132 

合計              1,461,629 合計 1,461,629 

・2015 年度活動計画案及び予算案 

  技術指導部、競技企画部，広報部、総務部，経理部 

・2015 年度予算案                          (単位 円) 

収入の部  支出の部  

会費 
正会員 （１名 2,500 円） 
家族会員（1 名 1,000 円） 
入会金 （1 件 1,000 円） 
前期繰越金 
 
 

700,000 

 

 

 

830,132 

 
 

総務部 
技術指導部 
競技企画部 
広報部 
経理部 
協会加盟費 
40 周年記念事業費 
予備費 
次期繰越金 

50,000 

150,000 

100,000 

130,000 

30,000 

65,000 

600,000 

20,000 

385,132 

合計 1,530,132 合計 1,530,132 

 

・役員および監査役の選任について 

技術指導部長 浮辺 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、監査役  水嶼  豪 



・2015 年の部員の所属 規約に従い、2015 年度の部員の所属を次のとおりとします。 

苗字の 50音 所属部署 苗字の 50音 所属部署 

あ行 経理部 た行、は行 競技企画部 

か行 総務部 ま行、や行 広報部 

さ行、な行 技術指導部 ら行、わ行 広報部 

 

2015 年度（15 年 4 月～16 年 3 月）逗子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 場所 下記日程は協会での予定日 

1 第 39 回都市対抗県大会 厚木県央 4/4(土), 4/5(日), 4/11(土) 

2 第 72 回春季オール逗子ダブルステニス

大会 

池子 4/5(日),4/12(日) 

3 第 22 回市民テニス スクール 池子 4/29(水祝), 5/3(日)、5/4(月), 5/5

（火祝). 5/6(水祝),予備日 5/11(日) 

全 5 回 AM10:00-12:00  2 面  

4 第 25 回オール逗子ミックスダブルステ

ニス大会 

池子 6/7(日), 6/14(日) 

 

5 2015 ジュニア・サマーテニススクール 池子 8/6(木)～8/9(日)（全 4回）・4面 

木,金は 9-11 時、土,日は 8-10 時 

6 第 36 回市民テニス大会 池子/久木 9/20(日)と 9/21(月祝)、 

予備日 9/22(火祝) 

7 第 22 回オール逗子シングルステニス大

会 

池子 10/12(月・祝) 

8 

 

第 73 回秋季オール逗子ダブルステニス

大会（第 22 回オール逗子シングルス大

会の準決勝、決勝も同時開催） 

池子 11/1(日), 

11/3(火・祝) 

 

9 逗子テニスクラブ創立 40 周年記念事業

テニスイベント 

池子 11/23(月・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) 

 

池子 毎月第 2,4 土曜 1面 

毎月第 1,3 月曜 2面 

 4～8 月(夏)8 時～12 時 

 9～3 月(冬)9 時～13 時 

11 逗子市テニス協会団体戦 池子 12/6(日)9～17 時 4 面 

12 審判講習会 池子 平成 28年 3月 20日(日)9～13時/2面 

13 市民祭りテニス講習会 

（逗子市商工会協力行事） 

池子 10/18(日),雨天の時予備日 10/25(日)   

硬式 2 面 10-16 時 

14 地区対抗テニス大会 池子 11/8(日),予備日 11/15(日) 

硬式 2ペアー,軟式 3ペアー（団体戦） 

 

2015 年度の土曜講習会、（池子第一運動公園テニスコート） 

今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。 

内容 期間・日程 使用面数・時間 

初級・中級講習会 

    

2015 年 4月～8月 

2015 年 9月～2016 年 3月 

毎月第 1、第 3、第 5 土曜日：8-12 時（夏季時間） 

毎月第 1、第 3、第 5 土曜日：9-13 時（冬季時間） 

フリー練習会 2015 年 4月～8月 

2015 年 9月～2016 年 3月 

毎月第 2、第 4,土曜日：8-12 時 （夏季時間） 

毎月第 2、第 4,土曜日: 9-13 時 （冬季時間） 



 

 

  



お知らせお知らせお知らせお知らせ    

１）逗子テニスクラブの新ホームページの URL を以下のとおりに変更いたしました。 

http://www.ztc1975.jp/http://www.ztc1975.jp/http://www.ztc1975.jp/http://www.ztc1975.jp/ （クラブ創設年度 1975 年にちなんだものです。） 

２）逗子テニスクラブ 40周年記念事業：2015 年 11 月 23 日（月・祝） 

池子第一運動公園テニスコートで記念イベント開催（9時～17 時、4面） 

記念パーティー（逗子マリーナ） 

詳細は次回会報でご案内します。 

    

逗子テニスクラブ逗子テニスクラブ逗子テニスクラブ逗子テニスクラブのののの年年年年会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い（会員全員が対象となります。）（会員全員が対象となります。）（会員全員が対象となります。）（会員全員が対象となります。）    

2015 年 4月 1日より 2015 年度の年会費納入をお願いしています。 

振込み口座は下記のとおりです。 

            記 

銀行名：みずほ銀行 逗子支店 （普通預金） 口座番号  １１１１３８１  

口座名：ズシテニスクラブ ミチヤマ アキコ 

会費：正会員 2500 円、 家族会員 1000 円  

納入期限：2015 年 6 月末日 

今年度より今年度より今年度より今年度より 6666 月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。退会後に、再度の退会後に、再度の退会後に、再度の退会後に、再度の入会入会入会入会をををを    

希望される方は、希望される方は、希望される方は、希望される方は、改めて新入会の手続きが必要となります。改めて新入会の手続きが必要となります。改めて新入会の手続きが必要となります。改めて新入会の手続きが必要となります。第一運動公園第一運動公園第一運動公園第一運動公園テニスコートテニスコートテニスコートテニスコートでででで

の「土曜講習会」の「土曜講習会」の「土曜講習会」の「土曜講習会」開催時に開催時に開催時に開催時に、入会受付の担当者がおります。、入会受付の担当者がおります。、入会受付の担当者がおります。、入会受付の担当者がおります。その際はその際はその際はその際はお申し出下さい。お申し出下さい。お申し出下さい。お申し出下さい。    

（（（（新入会費新入会費新入会費新入会費 1,0001,0001,0001,000 円円円円と年会費と年会費と年会費と年会費 2500250025002500 円の納入となります円の納入となります円の納入となります円の納入となります。）。）。）。）ご注意下さい。ご注意下さい。ご注意下さい。ご注意下さい。    

 

池子コート池子コート池子コート池子コート「土曜講習会」「土曜講習会」「土曜講習会」「土曜講習会」の年会費の年会費の年会費の年会費納入納入納入納入のお願いのお願いのお願いのお願い（上記（上記（上記（上記とは別のとは別のとは別のとは別の振込です）振込です）振込です）振込です）    

 逗子テニスクラブ会員で土曜講習会に参加される方は、逗子テニスクラブ年会費の納入とは別に 

土曜講習会の 2015 年度の年会費納入をお願いします。振込み口座は下記のとおりです。 

            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：第ご注意：第ご注意：第ご注意：第 2222、第、第、第、第 4444 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。「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。    

    

ご自分のご自分のご自分のご自分の 2012012012015555 年度の会費納入の有無について確認を希望される方年度の会費納入の有無について確認を希望される方年度の会費納入の有無について確認を希望される方年度の会費納入の有無について確認を希望される方はははは、ホームページからお問合せく、ホームページからお問合せく、ホームページからお問合せく、ホームページからお問合せく

ださいださいださいださい。。。。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でいただくかでいただくかでいただくか、、、、下記下記下記下記

メールアドレスにメールアドレスにメールアドレスにメールアドレスにお問合せください。お問合せください。お問合せください。お問合せください。逗子テニスクラブ経理部役逗子テニスクラブ経理部役逗子テニスクラブ経理部役逗子テニスクラブ経理部役員及び土曜講習会の会計担当者に確認員及び土曜講習会の会計担当者に確認員及び土曜講習会の会計担当者に確認員及び土曜講習会の会計担当者に確認

のうえ、お知らせいたします。のうえ、お知らせいたします。のうえ、お知らせいたします。のうえ、お知らせいたします。    

    

メールアドレス：ztc1975+support@gmail.com 

2015 年 5月 12 日 


