
土曜講習会コート確保に関する協力依頼土曜講習会コート確保に関する協力依頼土曜講習会コート確保に関する協力依頼土曜講習会コート確保に関する協力依頼 

4 月～6 月のコート委員が決まりました。皆様よりお預かりした ID とパスワードを利用して、 

4 名のコート委員が、まとめてコートの抽選申し込みと確認作業をします。まだまだ、申し込み枠数

が足りません。（４月分申し込み枠数実績 147 枠） 

皆様のご協力をお願い致します。 

 

コート委員 

A コート：大西 晴史さん 

B コート：青木 正裕さん 

C コート：浅野 昭さん 

D コート：原田 順子さん 

 

逗子テニスクラブ年会費納入のお願い逗子テニスクラブ年会費納入のお願い逗子テニスクラブ年会費納入のお願い逗子テニスクラブ年会費納入のお願い 

2019年 4月 1日より 6月末日迄、平成 31年度逗子テニスクラブ年会費の納入をお願いします。 

6 月末までに年会費を納入していただけない場合は、退会扱いになりますのでご注意下さい。 

振込先の口座は下記の通りです。口座番号と振込み日（4 月 1 日以降 6 月 30 日まで）を、お間

違えの無いようにお願いします。 

 

みずほ銀行逗子支店 普通預金 口座番号  1111381 道山章子（ミチヤマ アキコ） 

正会員 2,500 円、家族会員 1,000 円です。 

（家族会員の会費は、平成 23 年度より 1 名につき 1,000 円になっています。） 

 

土曜講習会費納入のお願い土曜講習会費納入のお願い土曜講習会費納入のお願い土曜講習会費納入のお願い 

池子第一運動公園テニスコートで開催されている土曜講習会およびフリー練習会（以降、あわ

せて土曜講習会といいます）への参加者については、4 月１日より平成 31 年度の土曜講習会費納

入をお願いします。土曜講習会に 1 回でも参加された場合は、会費の納入をお願いします。皆様

の会費により、土曜講習会の運営が支えられていますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

逗子テニスクラブ会員は、会費を土曜講習会の会場で支払うか、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  3,000 円 

 

注意事項 

1. 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。 

2. 本来の土曜講習会費は 4,000 円ですが、2018 年度から暫定的に 3,000 円に値下げされて

います。このため、現在は逗子テニスクラブからの補助はありません。 

 

記事等へのお問い合わせは下記のメールアドレスか、ホームページのお問い合わせからお願いしま

す。 

メールアドレス：ztc1975+support@gmail.com 

2019 年 2 月 26 日 
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石川会長からの新年ご挨拶石川会長からの新年ご挨拶石川会長からの新年ご挨拶石川会長からの新年ご挨拶 

逗子テニスクラブ会長 石川 公一 

 

ZTC 会員の方々、皆様あけましておめでとうございます。平成最後の年となりました。 

いよいよ来たる 5 月 1 日より新年号となり現皇太子が天皇に即位されるわけです。逗子テニスク

ラブも昭和、平成、新元号と三代目の歴史を刻むわけです。これからも年号が変わろうとも我々のク

ラブは末永く継続させていきたいと思っています。 

ある雑誌に出ていた少し古い統計ですが---200年以上続いている老舗が世界 41カ国に 5,586社あ

ります。日本の老舗はこの中の 56%で、3,146 社に及ぶ。因みに 2 位はドイツで 837 社、3 位はオラ

ンダで 222 社です。国の体制が変わる中国や韓国には 1 社も存在しない。日本の突出した長寿な元

気な会社の多さに感銘する。コツコツと積み上げ、しかもイノベーションを続け変化を恐れない人が

多いのではないか---。日本人には忍耐心、継続性、刻苦勉励、匠の精神、研究心、挙げたらキリがな

いほど国際的に比較して秀でたところがあります。グルメの世界、例えば庶民的なラーメン 1 つと

ってみてもすごい種類と、味の豊富さ、そしてなおかつ進歩発展している現状、こんな国どこにもな

いこと自信を持って言えます。テニスの技術が上達する人と共通項がある気がします。43 年間いろ

いろなテニス愛好者との出会いがありました。多分 1,000 人以上のメンバーとの出会いがあったと思

いますが、私の記憶の中に数名上達し、上手くなったメンバーがあります。この人たちの特徴は、前

述した研究心、刻苦勉励、継続性を持ったところです。これはどの世界にも共通して言えることだと

思います。 

今年のテニスで世界を圧巻させたニュースは、1 月 26 日 18 時から 20 時まで日本全国を虜にした

オーストラリアンオープンテニス女子の決勝戦、大坂なおみとクビトバではないでしょうか？半世紀

以上その時々の一流テニスプレイヤーの試合を見ていますが、今回の試合ほど感動した事はありませ

んでした。中でも、第一セットタイブレークの 2 本目の相手左腕の得意の第 1 サーブ、左に切れて

くるスライスサーブを大坂選手は 1 メートルほど左寄りに位置をずらせて見事なダウンザラインが

線上に決まりリターンエース。これで完全に相手を意気消沈させたショットだと思いました。次の場

面は第 2 セット後半の 3 本マッチポイントを握ったにもかかわらず逃したところ。これがテニスの

怖いところです。後は 3 セットに突入した大坂なおみの精神力の強さと、気分の切り替えの素晴ら

しさだと思いました。今年はメジャーだけでもこれから全仏、全英、全米とありその他にも 3 月に

は UAE の大会もあるそうです。大坂なおみの動向に目が離せなくなりました。 

人生は今から、ここからですね。 

今年度も会員の皆様のご健勝と ZTCへの情熱を祈願して新年の挨拶とさせていただきます。 



総会開催のお知らせ総会開催のお知らせ総会開催のお知らせ総会開催のお知らせ 

日時： 2019 年 4 月 20 日(土)  午後 1 時 30 分～3 時 

会場： 逗子アリーナ第 3 会議室 

議題： 平成 30 年度各部活動報告、会計報告、平成 31 年度活動計画案、予算案他 

 

クラブ運営に関して、新入会員をはじめクラブ員の方々のご意見をお聞きする貴重な場となって

います。ご多忙とは存じますが、多くの方々のご参加をお待ちしています。 

 

2018 年納会について年納会について年納会について年納会について 

2018 年納会は、12 月 8 日（土）18:00～20:00（17:30～ウエルカムドリンク）、カンティーナで、

男性 41 名、女性 16 名の出席を得て行われました。 

パーティー委員の入念な準備により、梅中さんの軽快な司会のもと、おいしい料理と会話をゆっ

くり楽しむことができました。また、じゃんけんゲームなどを楽しむ十分な時間もあり、皆で楽し

い時間を過ごすことができました。 

今回は（株）横浜黒川スポーツ平川社長のご好意で、参加者にダンロップフォートテニスボール

１缶をお渡しすることができました。皆様お疲れ様でした。参加された方々に感謝致します。 

 

パーティースタッフ紹介 

司 会：梅中（祥） 

委員長：津田（美） 

委 員：藤沢（由）、野田 

当日スタッフ：伊藤（茂）、岡（良）、原田（順）、津田（卓） 

 

2018 年度逗子テニスクラブ納会 会計報告 

    
収入 支出 

項目 金額 項目 金額 

会費 5,000ｘ57 名 285,000 会場費 320,500 

クラブからの補助金 96,654 賞品購入費 57,774 

 
  消耗品費 3,380 

      

      

      

合計 381,654 合計 381,654 

 

2019 年度大会参加資格確認の徹底について年度大会参加資格確認の徹底について年度大会参加資格確認の徹底について年度大会参加資格確認の徹底について 

逗子市テニス協会では、2019 年度の各大会から、協会傘下のクラブに所属している方と、それ

以外の方について、大会参加費に差をつける方針となっています。つきましては、大会参加時の資

格確認、ドロー会議での資格確認を徹底するようお願いします。 

  

2019 年度（19 年 4 月～20 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 43 回都市対抗県大会（テニス協会） 厚木県央 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（月振）、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（ZTC） 

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 

木、金は 9-11 時、土、日は 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 9/15(日)と 9/16(月祝) 

予備日 9/22(日) 

7 第 26 回オール逗子シングルステニス大

会（ZTC） 

池子 10/13(日)、10/14 (月祝) 

8 

 

第 81 回秋季オール逗子ダブルステニス

大会（ZTC） 

池子 11/3(日)、11/4(月振) 

 

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 2,4 土曜 1面 

毎月第 1,3 水曜 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 

（テニス協会） 

池子 2020/2/23(日)9～17 時 4 面 

12 審判講習会（テニス協会） 池子 2020/3/15(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 

雨天の時予備日 10/27(日) 

14 地区対抗テニス大会（市体育協） 池子 11/10(日)、予備日 11/17(日) 

2019 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 時間（球出し練習は 9:00～12:00） 

土曜講習会 

    

2019 年 4月～8月 

2019 年 9月～2020 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） 

C,D コート 2面を確保（全 26日） 

フリー練習会 2019 年 4月～8月 

2019 年 9月～2020 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） 

コートの確保はありません。 

土曜講習会の 2面のみ確保されています。残りは皆で協力してコートを確保しましょう。 


