
新型コロナウィルス感染拡大防止に関連する会費等の取り扱いについて 

 

2020 年 3 月より、新型コロナウィルス感染拡大防止策により、土曜講習会の開催ができなくなっ

ています。また、逗子市テニス協会が主催する 2020 年度のテニス大会につきましても、既に 2 つの

大会が中止となっています。 

本来、享受できるサービスが受けられていない状況で、逗子テニスクラブの年会費の納入をお願い

するのは心苦しいのですが、規約で 6 月末までの納入が定められているため、ご協力のほどよろしく

お願いします。 

土曜講習会の年会費の納入につきましては、6 月末という縛りはありませんので、土曜講習会が開

催できるようになってからの納入をお願いします。 

 

逗子テニスクラブの年会費納入のお願い（会員全員が対象となります） 

 

2020 年 4 月 1 日より 2020 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 2,500 円、 家族会員 1,000 円  

納入期限：2020 年 6 月末日 

6 月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。役員からの未納連絡はしませんので、

会費の入金忘れに特にご注意ください。退会後に、再度の入会を希望される方は、改め

て新入会の手続きが必要となります。池子第一運動公園テニスコートでの「土曜講習会」

開催時に、入会受付の担当者がおりますので、お申し出下さい。なお、その際には、 

新入会費 1,000 円と年会費 2,500 円の納入となりますのでご注意下さい。 

 

「土曜講習会」の年会費納入のお願い（上記とは別の振込です） 

 

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 2020 年度の年会費納入をお願いします。土曜講習会の場で会計事務担当(藤原さん)に

現金でお支払いいただくか、下記の口座にお振込みください。 

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： 3,000 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 2、第 4 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。 

 

2020 年 5 月 29 日 
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2019 年度の総会報告 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、2019 年度総会は書面により開催され、以下の議案

が承認されました。なお、より詳細な議事内容につきましては、ホームページに掲載していますので、

ご確認ください。 

・第 1 号議案 2019 年度活動報告および会計報告 

競技企画部、広報部、総務部（納会会計報告を含む）、経理部、会計監査報告の詳細はホームペー

ジでご確認ください。 

2019 年度会計報告                              (単位 円) 

収入の部  支出の部  

会費 総会員 239 名         

（正会員   175 名×2,500） 

（家族会員  64 名×1,000） 

（新入会員  15 名×1,000） 

利息 
 
 
前年度繰越 

 
437,500 

64,000 

15,000 

12 

 

 

 1,257,083 

競技企画部 

広報部 

総務部 

経理部 

協会加盟費 

納会補助費 

ATM 手数料 

次期繰越金 

39,350 

70,411 

36,437 

17,358 

35,000 

113,531 

216 

1,461,292 

合計             1,773,595 合計 1,773,595 

 

土曜講習会費の減額が継続しているため、現在、逗子テニスクラブからは土曜講習会費の補助を止

めています。このため、技術指導部への予算配分は 0 円となっています。なお、この措置は 2019 年

度で終了し、2020 年度からは土曜講習会参加者一人当たり 1,000 円の補助を開始します。土曜講習

会参加者が個人負担する金額には変更はありません。 

参考資料 

2019 年度の土曜講習会会計報告 

収入の部  支出の部  

前年度繰越 

土曜講習会費 3,000 円×129 人 

市民土曜テニス事務費 

利子 

423,417 

387,000 

110,000 

3 

コート代 

ボール代 

飲料代 

会議費 

コーチ謝金 

保険料 

市民土曜テニス経費 

通信事務費 

その他 

次期繰越金 

136,000 

28,516 

39,100 

70,000 

126,000 

52,200 

179,000 

3,000 

20,550 

266,054 

合計             920,420 合計 920,420 

 



・第 2 号議案 2020 年度活動計画案および予算 

技術指導部、競技企画部，広報部、総務部，経理部の予算詳細はホームページでご確認ください。 

2020 年度予算案                           (単位 円) 

収入の部  支出の部  

会費 

正会員 （2,500 円/人） 

家族会員（1,000 円/人） 

入会金 （1,000 円/件） 

前期繰越金 
 
 

500,000 

 

 

 

1,461,292 

 
 

技術指導部（土曜講習会補助費） 

競技企画部 

広報部 

総務部 

経理部 

協会加盟費 

納会補助費 

予備費 

次期繰越金 

130,000 

100,000 

100,000 

60,000 

30,000 

35,000 

100,000 

20,000 

1,386,292 

合計 1,961,292 合計 1,961,292 

 

・第 3 号議案 会員資格に関する規約の改訂 

現在の入会・退会の運用において、年度毎に在勤者の在勤確認を行なっていないことから、 現在

の運用に合わせ、逗子テニスクラブ規約の第 4 条(会員及び会員資格)の(2)を次のとおり改訂する。 

新規約 現規約 

正会員は満 16 才以上で、逗子市内に在住、 

在勤、在学している者であって、本会の目的 

に賛同する者とする。既に会員であって加入資

格を失った者は、継続して加入している限り引

き続き会員資格を有する。家族会員について

は、年齢による制限を設けない。  

正会員は満 16 才以上で、逗子市内に在住、

在勤、在学している者であって、本会の目的に 

賛同する者とする。既に会員であって市外に転

居した者は引き続き会員資格を有する。家族会

員については年齢による制限を設けない。現会

員についてはこの条項を適用しない。  

 

・第 4 号議案 クラブ員の所属 

規約に従い、2020 年度の部員の所属を次のとおりとします。 

1) クラブ員の所属は、技術指導部付きとする。 

2) 主な活動内容は、土曜講習会の運営への協力(練習前のネットやボールの準備、参加者の確

認、練習後の後片づけ、古くなったボールの分別等)とする。 

3) 3 ヶ月毎に次のように苗字の 50 音別に振り分け講習会参加者の全員参加型とする。 

期間 苗字の先頭文字 

5 月 〜 7 月 あ行 

8 月 〜 10 月 か行、わ行 

11 月 〜 1 月 さ行、や行 

2 月 〜 4 月 た行、な行、は行、ま行、ら行 

 

2020 年度逗子テニスクラブ内親睦テニス大会予定 

行事 予定 

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） 

 2020 年 9 月 21 日（月・祝） 

 2021 年 3 月 20 日（土・祝） 

 

 

日本テニス協会等上位組織の新型コロナウィルス感染症拡大対策について 

 

日本テニス協会は、緊急事態宣言の発令を受け、各種大会の開催を 7 月 13 日まで、中止・延期を

勧告しています。神奈川県テニス協会も、この勧告を受け、8 月末まで大会の中止・延期を決定して

います。6 月に開催予定の逗子市内の大会については、神奈川県テニス協会から中止が望ましいとの

連絡を受けていますが、最終的な判断は、逗子市体育協会と逗子市テニス協会に委ねられています。 

このような状況下、以下の大会とイベントが既に中止となりました。 

① 第 82 回春季オール逗子ダブルステニス大会（4/5,4/12） 

② 第 27 回市民テニススクール（5/3〜5/6,5/10） 

③ 第 30 回オール逗子ミックスダブルステニス大会（6/7,6/14） 

5 月 25 日に神奈川県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、6 月 2 日から第一運動公園テニス

コートは、徐々に条件を緩和しながら供用が開始されることになりました。講習会や大会、イベント

の開催については、当面慎重な判断が必要になるものと想定されます。今後も逗子市テニス協会と緊

密に連携を取って、安全で豊かなテニスライフを取り戻せるよう検討を進めますので、皆様のご理解

とご協力をお願いします。なお、最新状況につきましては、ホームページでお知らせしますので、適

宜ご参照くださるようお願いします。 

 

参考資料 

2019 年度の講習会等参加人数 

 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 20/27(4～3 月) 1,185 252 1,437 1,514 

2.第二、第四土曜フリー練習会 19/22(4～3 月) 360 39 399 437 

3.夏季ジュニアテニススクール 4/4(8 月) 128 56 184 203 

4.市民スクール 5/5(4～5 月) 137 35 172 181 

5.逗子市民祭り 1/1(10 月) 63 8 71 64 

合 計 49/59 1,873 390 2,263 2,399 

新型コロナウイルスの影響で、3 月は土曜講習会を実施出来なかったが、年間を通して土曜日は雨

の日が少なく開催日数は昨年より 1 回の減で済んだ。また、フリー練習会の開催日数も 1 回の減で

済んだ。土曜講習会、フリー練習会とも 1 回当たりの参加人数は例年と同等であった。夏期ジュニア

スクール、市民スクール、市民祭りの参加者には殆ど変化はなかった。 

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。 

 

 

 

  

ご自分の 2020 年度の会費納入の有無について確認を希望される方は、ホームページからお問

合せください。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でいた

だくか、下記メールアドレスにお問合せください。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のうえ、お知らせいたします。 

メールアドレス：ztc1975+support@gmail.com 


