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2020 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、2020 年度総会も昨年に続いて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 2020 年度活動報告および会計報告 
競技企画部、広報部、総務部、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。 

2020 年度会計報告                              (単位 円) 
収入の部  支出の部  

会費 総会員 225 名            
（正会員   173 名×2,500） 
（家族会員  52 名×1,000） 
（新入会員   9 名×1,000） 
利息 
前年度繰越 

 
432,500 

52,000 

9,000 

13 

1,461,292 

競技企画部 
広報部 
総務部 
経理部 
協会加盟費 
次期繰越金 

16,500 

46,278 

6,522 

3,960 

35,000 

1,846,545 
合計              1,954,805 合計 1,954,805 

 
2020 年度の土曜講習会費として、逗子テニスクラブから補助する予定で予算化していました。し

かし、新型コロナウィルス感染症拡大防止により、土曜講習会の開催回数が少なくなったため、補助

費の支出を取りやめました。また、2021 年度につきましても、補助なしで土曜講習会の運営が可能

であると判断したため、技術指導部への予算配分は 0 円となっています。この措置は 2021 年度で終

了し、2022 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 

2020 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×119 人 
市民土曜テニス事務費 
利子 

266,054 

357,000 

60,500 

0 

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 

112,000 

0 

30,160 

49,500 

90,500 

44,880 

81,200 

3,000 

11,900 

260,414 
合計              683,554 合計 683,554 

 



・第 2 号議案 2021 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。 

2021 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 

 

 

 

1,846,545 

 
 

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 

0 

100,000 

100,000 

60,000 

30,000 

35,000 

100,000 

20,000 

1,901,545 

合計 2,346,545 合計 2,346,545 

 
・第 3 号議案 役員と監査役の選任 
特命担当役員 久田見 直樹 
技術指導部長 浮邉 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 桐生 政郎 
 
・第 4 号議案 クラブ員の所属 
規約に従い、2021 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して協力を

仰ぐこととする。 
期間 苗字の先頭文字 

4月 〜 6月 あ行 

7月 〜 9月 か行、わ行 

10月 〜 12月 さ行、や行 

1月 〜 3月 た行、な行、は行、ま行、ら行 

 

2021 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） 

l 2021 年 9月 23日（木・祝） 
l 2022 年 3月 21日（月・祝） 

 

 



逗子市施設予約システムについて 

逗子市施設予約システムが、2021 年 4月に更改

され、6月分の抽選申し込みから、新システムの利

用が始まっています。新システムの使い方につき

ましては、逗子テニスクラブのホームページでご

案内しています。「スケジュール」メニューの一番

上「逗子市新施設予約システムの使い方」から参

照できますので、参考にしてください。 
新システムでは、8:00〜10:00、10:00〜12:00 の

ように連続した時間帯を一度に抽選予約できま

す。また、面数を指定することができ、効率的に

抽選予約できるようになっています。但し、この

ような抽選予約をした場合は、一つの「申請番号」

しか発行されません。当選すると、一度に複数の面を確保できると考えられますが、当選確率は希望

した面数に応じて下がることになります。確率論から言えば、確保できるコート数の期待値は同じで

す。宝くじの連番購入とバラで購入に似ています。宝くじの場合は連番で購入するメリットがありま

すが、テニスコートの抽選においては、連番のメリットはないので、これまで通り 1 面ずつ申し込む

ことを推奨します。 

参考資料 

2020 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 15/26(4～3月) 885 181 1,066 1,437 

2.第二、第四土曜フリー練習会 16/24(4～3月) 409 48 457 399 

3.夏季ジュニアテニススクール 0/4(8月) 0 0 0 184 

4.市民スクール 0/5(4～5月) 0 0 0 172 

5.逗子市民祭り 0/1(10月) 0 0 0 71 

合 計 31/60 1,294 229 1,523 2,263 

本年度は新型コロナウイルスの影響で、2020 年 4月、5月と 2021 年 3月はコートが使えず、土

曜講習会を実施出来ませんでした。また、2020 年 6月の講習会は参加人数が多く、コートが密にな

るため、フリー練習会に切り替えました。このため、フリー練習会の参加者は増加となっています。

夏期ジュニアテニススクール、市民スクール、市民祭りは開催されませんでした。 
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 2021 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 



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 年に発生した新型コロナウィルス感染症により、土曜講習会の開催ができなくなる事態が発

生しました。また、逗子市テニス協会が主催する 2021 年度のテニス大会につきましても、既に 1 つ

の大会が中止となっています。今後の土曜講習会の開催、テニス大会の開催については、新型コロナ

ウィルス感染症の拡大状況によって変わっていくものと想定されます。 
このため、本来享受できるサービスが受けられるかどうか確定していない状況で、逗子テニスクラ

ブの年会費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納入につきましては、6月末という縛りはありません。ご都合の良いときに納

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） 

 
2021 年 4月 1日より 2021 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：2021 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 2021 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。 

2021 年 5月 26日 


