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2014 年度（平成 26 年度）逗子テニスクラブ総会	 
 
日	 時：2015 年 4 月 18 日（土）13 時 30 分	 

場	 所：逗子アリーナ第 3会議室	 

	 

議 事 次 第	 

	 

１．	 2014 年度総会	 開会の辞	 

２．	 石川公一ＺＴＣ会長挨拶	 

３．	 議案審議	 

(ア) 第 1号議案	 2014 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 パーティー委員	 
⑤ 総務部	 
⑥ 経理部	 
⑦ 会計監査報告	 

(イ) 第 2号議案	 2015 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	 役員と監査役の選任	 
(エ) 第 4号議案	 2015 年部員の所属と主な活動内容について	 
(オ) その他	 
４．	 閉会の辞	 安井敏之副会長	 

	 

以上 
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第 1 号議案 2014 年度活動報告および会計報告 

 

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。	 

  
実施回数／ 

予定（実施月） 

延べ 

参加数 
コーチ 合 計 

前年度 

合計 

1. 第一、第三、第五土曜講習会 20/21(4～3 月) 1242 239 1481 1691 

2. 第二土曜フリー練習会 23/23(4～3 月) 786 50 836 651 

3. 夏期ジュニアテニススクール 4/4(8 月) 139 52 191 110 

4. 市民スクール 5/5(4～5 月) 129 33 162 148 

5. 逗子市民祭り 1/1(10 月) 60 8 68 0 

合  計 50/56 2356 382 2738 2600 

! 本年は土曜講習会の開催日数が行事や雨などで少なく、参加人数が減った。	 
! また、フリー練習会は全部開催され 1 回当たりに参加人数も多く大幅に増えた。	 
! 夏期ジュニアスクールは参加人数が増えた。	 
! 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。	 

 

土曜講習会の会計については、クラブの会計とは別会計となっているため、参考資料として

添付します。 
 
参考資料（2014年度土曜講習会・会計報告） 
 

収入の部	 支出の部	 

前年度繰越金	 	 400,845	 コート代	 169,600	 

クラブ補助金	 1,000x153	 153,000	 ボール代	 0	 

会費（一般）(クラブ)	 3,000x153	 459,000	 飲料代	 38,970	 

	 	 	 	 	 	 (協会)	 4,000x0	 0	 会議費	 70,400	 

利子	 	 87	 コーチ謝金	 119,500	 

	 	 	 

	 

保険料	 37,260	 

	 	 	 

	 

通信事務費	 3,000	 

	 	 	 

	 

協会運営費	 0	 

	 	 	 

	 

その他	 17,750	 

	 	 	 	 	 次期繰越金	 556,452	 

	 合計	 	 1,012,932	 合計	 1,012,932	 

＊本年度は参加人数が多く、会計的には余裕があった。	 
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競技企画部 

 
番号 日	 付 活動内容 
(1) 4月 29日（祝） 第 28 回 ZTC 親睦大会	 	 	 米軍池子ヒルズコート	 

参加 33 名	 優勝チーム(緑)	 

男・長嶋(清）、伊藤(芳)、高梨(雅)	 

女・星野(京)、藤原(の)	 

(2) 9月 23日（祝） 第 29回 ZTC親睦大会	 米軍池子ヒルズコート 
参加 30名	 優勝チーム(桃) 
男・渡辺(昇)、藤野(栄)、加藤(誠) 
女・荻野(朱)、岡(香) 

! 平成 26年 3月 21日、返還後の池子の森コート使用で ZTC親睦大会を予定していたが
池子の森テニスコートが確保できず中止。 

! 本年度は計画通り大会を実施することが出来なかった。返還後も引続きこの大会の継

続実施の強い要請あり。 
! 米軍池子ヒルズコートでの親睦試合は、2008年より 2015年 3月まで 7年間で、23回

開催されました。延べ参加人数は、1237名でした。長い間ご協力ありがとうございま
した。 

 
競技企画部会計報告	 

収	 入	 支	 出	 

クラブ費より	 

親睦試合参加費	 

(1) 4/29 親睦試合 33 名	 
(2) 9/23 親睦試合 30 名	 

100,000	 

	 

33,000	 

30,000	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

4/29	 親睦試合諸経費	 

9/23	 親睦試合諸経費	 

会議諸費	 

通信諸費	 

残金	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

43,132	 

49,670	 

24,000	 	 	 	 

16,500	 

29,698	 

163,000	 163,000	 

 

競技企画部参考資料	 

 
(1)	 4 月 5 日(土) 第 38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	 

佐藤圭一、松井博道、田中義浩、野田仁、丹野邦子、星野京子	 

高崎増次、藤沢由紀夫	 

1Ｒ：平塚市に	 1：6	 で敗退	 
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広報部 

 

ホワイトライン 3 回発行、及び配布（会員の住所確認の為、総て郵送）	 

第 1 回 平成 26 年 4 月発行	 No.175	 

平成 26 年度 4 月総会報告	 

平成 26 年度当テニスクラブ関与の年間主要大会及び行事予定	 

第 24 回オール逗子ミックスダブルス大会、案内、申込書	 

平成 26 年度会費納入のお願い	 

平成 25 年度会計報告	 

平成 26 年度年末パーティーのお知らせ 

第 2 回 平成 26 年 8 月発行	 No.176 

平成 26 年度年末パーティーのお知らせ 

平成 26 年度クラブ会費納入完了のお知らせ 

逗子テニスクラブ関与の試合情報 

第 3 回 平成 27 年 3 月発行	 No.177 

会長からの新年度のご挨拶 

平成 27 年 4 月総会開催の案内 

平成 26 年度 年末パーティー報告 

平成 27 年度会費納入のお願い 

	 

収入 支出 

項目 金額 備考 項目 金額 備考 

クラブ予算 130,000   コピー代 2,480   

   会報印刷代 26,266   

   郵送代 53,700   

   消耗品 11,425   

   通信費 4,700   

   雑費 960   

   会議費 8,000   

小計 130,000   小計 107,531   

   残金 22,469   

合計 130,000   合計 130,000   
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パーティー委員 

 

【役割分担】	 

パーティー委員	 森脇美津子、大久保奈保、	 田中順子、秦純子、吉井真理子	 

司 	 	 会	 野地哲臣	 

 

 
 

【反省点及び感想】 

●会場について 

" 立地、食事、接客対応など、全てにおいてバランスが取れていて良かった。との感想を多数頂

戴した。 

" 飲み放題の日本酒をワインに変更してもらったのは大変良かった。お酒は持ち込まなかった

が、十分満足な量だった。 

" プロジェクタ使用料が 3 万円と高価だった為、本年は利用を控えたが、記念式典のような大イ

ベント時は利用した方が華やかになって良いのではないか。 

" 本年より会費を 1,000 円 UP し、男性 6,000 円 女性 5,000 円としたことで少し意見もあったが、

「妥当だったのではないか」との感想を多数頂戴した。 

" (少数意見)欲を言えば会場が逆に広すぎた？との感想を頂戴した。 

⇒ 次回実施する機会があれば中サイズの会場を確認するのも良いのではないか。 

" (少数意見)欲を言えばお肉が少し少なかった？サンドイッチ等あるともっと良かったとの感想も

少数だが、頂戴した。 

 

●パーティ内容について 

" コーチの皆様へ感謝の気持ちを贈る企画は大変良かったのではないか。との感想を多数頂

戴した。今後、数年に 1 度実施すると良いのではないか。 

" 「ゲーム内容など工夫を凝らしており良かったが、毎年実施してきたビンゴがなかったのは少し

寂しかった」との感想を頂戴した。 

⇒ビンゴは時間が読めず進行が難しい為、パーティチケット NO を利用したクジ引きなど検討

すると良いのではないか。 

 

会費　75名
内訳：
男性6,000×47名　\282,000
女性5,000×28名　\140,000

422,000

　会場費　　　　6.000×75名　\450,000
　　内訳：
　　男性6,000×47名　　　　	 	 	 \282,000
　　女性5,000×28名　　　　	 	 	 \140,000
　　女性補助費1,000×28名　\	 	 28,000

450,000

当日会費収入　男性6,000×5名 30,000 ポスターラミネート費 432

ZTC補助金 100,000 コーチへのプレゼント色紙費 864

前回繰越金 28,921 参加賞ボール代(30缶) 10,800

追加）参加賞ボール代(60缶) 23,600

パーティ用文具代 756

追加）パーティ用文具代 432

景品＆コーチへのプレゼントポインセチア(15個) 6,447

景品　スズキヤ商品券　2,000×15セット 30,000

小池様への御礼 3,240

納会当日荷物搬送用　鶴ケ岡	 駐車場代 2,700

今日の日はさようなら・楽曲ダウンロード代 500

反省会費　2,000×7名 14,000

次年度繰越金 37,150

合計 ¥580,921 合計 ¥580,921

収　　入 支　　出
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" 「実施した○×クイズでは、最初のクイズに外れてしまうと手持無沙汰になってしまった為、少

し間延びしてしまった」との感想を頂戴した。 

⇒このようなクイズを実施する場合はコート別(A/B/C/D/S(久木))に分れ、コート別対抗戦の

形式にすると最後まで全員参加ができ、楽しめて良いのではないか。 

" 久木コートから参加下さった皆様を紹介する企画がなかった為、次回から何か検討すると良い

のではないか。 

" 「参加賞の出席者全員にボールをプレゼントする企画は大変良かったのではないか」との感想

を多数頂戴した。 

⇒今後この企画を実施する場合は、できるだけ事前に決定しポスターやチケット販売時に宣

伝すると もっと効果的になり良いのではないか。または参加賞をなしにしてその分パーティ代

を安くするといった案も良いのではないか。 

⇒また、参加賞のボールを企画した為、本年の景品は高額商品を用意しなかった。が、妥当

だったのではないか。しかし記念式典のような大イベント時は奮発して、多数の景品を準備す

るとメリハリが効き、良いのではないか。 

 

●チケット販売について 

" 毎週土日に池子コート、久木コートへ行きチケット販売するだけでも大変だったので、昨年「パ

ーティチケット販売については会報を持って周知とする」と決定頂き、電話連絡をなくして頂い

た事は、係の負担が大幅に減少され、大変助かった。 

" チケットはパーティ 2 週間前位からしか売れない為、鶴ヶ岡会館様への、「最終人数連絡日」を 

無理を言って「パーティ 1 週間前」に変更してもらえたのが大変良かった。 

 

●パーティ係を終えて 

" クロークについては、昨年の反省点にあった番号札(五十音順)を準備し対応したところ間違い

なく対応できたので良かった。しかし、当日の受付には一度に沢山の方がお見えになる為、パ

ーティ係だけではかなり大変だった。 

⇒次回からは当日のみ受付とクロークに数名ヘルプ者をお願いしたい。 

" 司会者、パーティ係になると、準備期間は長く大変で、当日に至っては飲食も全くできない位

忙しい。という事を会員の皆様は察知されている為、毎年、引き受けてくれる方を見つけるのが

大変厳しい状況です。その為もし可能であれば、司会者、パーティ係は当日の会費が半額に

なります。といったメリットを設定して頂けると会員の皆様も随分引き受けやすいのではないか

と感じました。ぜひ、ご検討頂きますようお願いいたします。 

 

 

 

 

経理部 

 

収入の部	 	 支出の部	 	 

経理部	 15,000	 会議費	 諸経費	 16,081	 

	 	 通信費	 (3人分）	 4,500	 

合計	 15,000	 小計	 20,581	 

残金	 	 	 -5,581	 
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総務部 

 

日付 活動項目 活動内容 

2014/06/21 第 1 回役員会 １．	 試合経費の使い方について 

２．	 納会について 

３．	 その他（年会費未納者に関する情報共有など） 

2014/08/30 第 2 回役員会 １．	 来年度以降のコートの確保について 

２．	 40 周年パーティー委員について 

2014/10/18 第 3 回役員会 １．	 来年度以降のコートの確保について 

２．	 納会の計画について 

2014/11/15 臨時役員会 【会議の目的】 
逗子市側から、来年度以降のテニスコートの確保

について、一定の譲歩案が示された。 
これ以上の譲歩は、見込めそうに無いが、逗子テ

ニスクラブとしての意見をまとめ、逗子テニス協

会を通じて市側に提示する。 
2015/01/17 第 4 回役員会 １．	 総会までのスケジュール 

２．	 その他（新年度からのコート予約方法など） 

2015/03/14 第 5 回役員会 １．	 総会関係 

２．	 役員の選任について 

３．	 その他 

2015/04/04 第 6 回役員会 1．総会関係 

通年の活動 入会申込者の対応と名簿の管理 

池子テニスコートの申し込みと抽選の管理 

会員数推移(正会員、家族会員、合計)  2013 年度（239 名、87 名、326 名） 

2014 年度入会（17 名、8 名、25 名） 

2014 年度退会（15 名、8 名、23 名） 

2014 年度（242 名、85 名、327 名） 

 

064 ,

9

381 8

25 7
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第 2 号議案 2015 年度活動計画および予算 

 

技術指導部 

 

今年度も逗子テニス協会からの委託を受けて、土曜講習会、フリー練習会を中心に、その他のイベ

ントを含め継続して技術の指導を行います。土曜講習会の予算については、参考資料として添付しま

す。  

  夏季 冬季  

土曜講習会 第 1・3・5 土曜日 9 時～12 時 9 時～12 時  

フリー練習会 第 2・4 土曜日 8 時～12 時 9 時～13 時  

  

参考資料（土曜講習会予算） 

収入の部	 支出の部	 

前年度繰越金 	 	 556,452	 コート代	 
	 

190,000	 

クラブ補助金 1,000x150	 150,000	 ボール代	 
	 

30,000	 

会費 (クラブ） 3,000x150	 450,000	 飲料代	 
	 

50,000	 

    (協会)     4,000x0	 0	 会議費	 
	 

60,000	 

利子 
	 

0	 コーチ謝金	 
	 

120,000	 

 	 

	 	 

保険料	 
	 

45,000	 

 	 
通信事務費	 

	 
3,000	 

 	 
その他	 

	 
13,000	 

 	 
次期繰越金	 

	 
645,452	 

 	 
1,156,452	 

	 
1,156,452	 

 

 

競技企画部 

 

番号 活動内容 日 程 

(1) 逗子テニスクラブ内親睦テニス大会             

 

・	 H27 年 7 月 12 日(日)  

・	 H27 年 9 月 23 日(水・祝)  

・	 H28 年 3 月 21 日(月・祝)  

・	 9:00～17:00（池子の森コートをメインとし不可の

時はマリーナ、若宮等で対応予定） 

(2) 逗子テニスクラブ創立 40 周年記念

事業テニスイベント 

・	 H27 年 11 月 23 日(月・祝)  

・	 9:00～17:00 池子コート 

好評のＺＴＣ親睦大会、依然出来るだけ多く開催の要請があり、池子の森コートでの開催をメインに、

3 大会を計画、土曜練習会・・等でレベルアップした成果を発揮する場とする。 

 

2015 年度競技企画部予算	 

収 入 支 出 

2015 年度予算 100,000 親睦試合諸経費 

会議諸費通信費等 

58,000 

42,000 

100,000 100,000 
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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 

・	 年間予定 

・	 会費納入のお願い 

・	 40 周年記念事業日程案内 

第 2 回 9 月上旬 ・	 40 周年記念事業詳細案内 

・	 オール逗子ダブルストーナメント案内 

・	 シングルストーナメント案内 

第 3 回 2016年3月上旬 ・	 総会開催のお知らせ 

・	 会費納入者へのお願い 

・	 40 周年記念事業の結果報告 

 

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。 

 

2015 年度広報部予算	 

収	 入	 支	 出	 

2015 年度予算	 130,000	 

	 	 	 	 	 	 	 

コピー代	 

会報印刷代	 

郵送代	 

消耗品	 

通信費	 

雑費	 

会議費	 

5,000	 

43,000	 

54,000	 

14,000	 

5,000	 

1,000	 

8,000	 

	 130,000	 合計	 130,000	 

 

 

総務部 

1. 活動計画 

2015 年度は、主として次の活動を行っていきます。 

(ア) 40 周年記念事業（パーティー）の支援等 

(イ) 2 ヶ月に 1 回の役員会の運営と 4 月の総会の運営 

(ウ) 入会申込者の対応と名簿の管理 

(エ) 池子テニスコートの申し込みと抽選の管理 

(オ) その他調整関係 

(カ) 一般部員の役割 

① 池子テニスコートの申込勧誘（コート委員の支援） 

② 入会申込者に対する支援（手続きの説明、担当者の紹介など） 

③ 40 周年記念パーティー委員の支援（参加勧誘など） 
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2. 予算 

2015 年度は、2014 年度並の予算とします。 

 

 

経理部 

 

経理部は 4 月～6 月に 27 年度分会費納入を完了させます。入金のない方は退会になりますので、

ご注意下さい。一般部員の方達には、「会費入金の間違い」「名前の間違い」について会員の皆さん

へ注意を促す活動で協力頂きます。 

 

2015 年度経理部予算	 

収	 入	 支	 出	 

クラブ予算	 20,000	 会議費その他諸費用	 15,500	 

	 	 	 	 通信費	 	 (3 人分)	 4,500	 

合計	 20,000	 合計	 20,000	 
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第 3 号議案 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 

 

第 4 号議案 2015 年部員の所属と主な活動内容について 

 

2015 年度の部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、名前間違い防止へ

の協力 

か行 総務部 池子コート申込支援、入会希望者受付支援、

パーティー委員の支援 

さ行、な行 技術指導部 土曜講習会の運営への協力（練習会前のネッ

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） 

た行、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 への記事の掲載、情報提供への協

力 
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競技企画部参考資料 

 

2015 年（平成 27 年）の逗子テニス協会関連行事スケジュールと、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）です。 

	 

	 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）	 

 

 


